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2022年12月12日版

パソコン、スマートフォン、電話から、

残高照会や振込ができる便利なサービスです。

SMBC ダイレクト

ご利用の手引き

SMBC ダイレクトに関する最新情報は
ホームページ等でご確認ください。

https://www.smbc.co.jp/

スマートフォン
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SMBCダイレクト

はじめに必ずお読みください

簡単

ワンタイムパスワードについて

P2

SMBCダイレクトのセキュリティ

P5

お客さまの対策

P5

ご利用方法

ご自宅で残高明細照会や振込ができる

店番号・口座番号と暗証番号で簡単にログイン。自宅のパソコン
やスマートフォン等で①〜④ができます。
①残高・明細を画面上でご覧いただけます。
②ATMに行かなくても、振込ができます。
③定期預金や積立預金が申し込めます。
④住所変更、公共料金の口座振替契約の申込等ができます。

インターネットバンキング

P6

スマートフォンでのご利用について

P7

テレホンバンキング

P8

お取引について
セキュリティ設定

P9

暗証を忘れたり失効した場合の手続について
口座照会

P10

振込・振替、
ことら送金

P11

サービス利用口座について

P11

外国送金

安心

P12

お金に関するご相談

セキュリティ

高度なシステムでセキュリティを確保。お客さまのご要望にあわ
せて、
レベル別にセキュリティを設定いただけます。
＜ワンタイムパスワードでセキュリティ強化＞
ワンタイムパスワードとは、一定間隔で
「ワンタイムパスワード」
を
発行するスマホアプリまたはカード型の電子認証機器
（ご利用料
無料）
です。振込等の重要なお取引の都度、使い捨てのパスワー
ドを入 力します の で 、より安 全にインター ネットバンキング
（SMBCダイレクト）
がご利用いただけるようになります
（ご利用
料無料）
（詳細P2参照）
。

おトク
各種手数料が店頭にくらべおトク

三井住友銀行あての振込手数料が無料となります
（詳細P36参
照）
。
インターネットでの住宅ローンの一部繰上返済、金利種類の変更
も手数料は無料です
（詳細P36参照）
。

P9

P13

定期預金

P13

積立預金《りぼん》

P14

外貨預金

P15

投資信託

P17

個人向け国債

P18

資産づくりセット

P19

保有ファンドチャート

P19

プレミアム円定期・ハイクーポン

P20

保険商品申込書・資料の請求

P20

債券・株式（金融商品仲介）

P20

バンク＆トレード
（SMBC日興証券との連携サービス）

P21

eレポートサービス

P21

SMBCポイントパック

P22

口座切替（ＳＭＢＣファーストパック・決済用普通預金）

P23

SMBCデビット

P23

Web通帳切替

P23

普通預金の口座開設

P23

住宅ローン

P24

カードローン

P25

三井住友銀行カードローンのみお取引のお客さまへのサービス P25
ウェブ振込サービス
Pay-easy（ペイジー）
：税金・各種料金の払込サービス

暗証カードおよびSMBCダイレクトライト
取扱終了のお知らせ
2020年11月をもって、暗証カードおよびSMBCダイレクトライト
のお取扱を終了いたしました。お取扱終了後のサービス内容につ
いては、
ホームページをご覧ください。

P25
P25

宝くじ

P26

SMBC toto

P27

電子メール配信サービス

P28

その他商品・サービスの申込

P29

その他のお手続・届出

P29

グローバルサービス
（海外勤務者等向け）

P30

リスク性商品の取扱について
三井住友銀行の方針

P31

リスク性商品購入時のお取引の流れ

P31

ＳＭＢＣダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点

P32

サービス内容・時間、関連手数料

他

SMBCダイレクト関連手数料

P36

サービス内容・サービス時間

P37

お問い合わせ先一覧

P39

キャッシュカードやワンタイムパスワードカード等の紛失時について P39
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ワンタイムパスワードについて

テレホンバンキング
（オペレーター）

「ワンタイムパスワード」
とは、SMBCダイレクトで振込等のサービス
をご利用いただく際に必要な「ワンタイムパスワード」
を表示するス
マホアプリおよびカード型の電子認証機器です。
印鑑や通帳、
キャッシュカードと同様に大切なものですので、
お客さま
ご自身で厳重な管理をするようお願いいたします。
※三井住友銀行アプリのワンタイムパスワードとワンタイムパスワード
カードは併用できませんのでご注意ください。

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

ワンタイムパスワードカード
端末型のワンタイムパスワードカードです。三井住友銀行
アプリのワンタイムパスワードと機能は変わりません。
ワンタイムパスワードカードの各部名称

ディスプレイ

ワンタイムパスワードカード 表
裏

ワンタイムパスワードを表示
します。

❶ ボタン

1回押すと、6桁の
「ワンタイム
パ スワード」を 1 分 間 表 示し
ます。

シリアル番号

三井住友銀行アプリの
ワンタイムパスワード

三井住友銀行アプリのワンタイムパスワード

XX-XXXXXXX-X

スマートフォンをお持ちのお客さまに便利なスマホアプリ版の
パスワードです。

１０桁のシリアル番号が記載
されています。
※ワンタイムパスワードカード
の利用登 録、PINロックの
解除等に使用しますので、消
さないようご注意ください。

※PINの設定方法等については、P4をご参照ください。

設定画面

登録情報の編集や時刻補正が可能です。

ワンタイムパスワードカードの利用登録

ワンタイムパスワードカードは、安全のためご利用いただけない
状態でお渡ししております。お手元にワンタイムパスワードカード
をご用意の上、SMBCダイレクトにログイン後に、利用登録を行
ってください。

操作ヘルプ

？ボタンを押すと操作ヘルプが表示
○
されます。

〈SMBCダイレクトにログイン〉

SMBCダイレクトログイン後に表示される案内から、ワンタイム
パスワードカードの有効化手続に進みます。またはログイン後、
メニュー
「登録情報・セキュリティ設定」
▶
「ワンタイムパスワードの
設定変更」
に進んでください。

三井住友銀行アプリのワンタイムパスワードの利用登録

・パソコン：P6
・スマートフォン：P7

1.当行ホームページをご 覧いただき、三井住友銀行アプリを
ダウンロードしてください。

https://www.smbc.co.jp/kojin/direct/passca/index.html

2.三井住友銀行アプリのログイン画面のワンタイムパスワード
をタップしてください。
3.画面にしたがって、
有効化のお手続を行ってください。
※ワンタイムパスワードカードと並用できませんのでご注意
ください。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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テレホンバンキング
（オペレーター）

お取引の際にワンタイムパスワードの入力が求められた場合、ワン
タイムパスワードカードまたは三井住友銀行アプリのワンタイムパス
ワードに表示される
「ワンタイムパスワード」
を入力してください。

ワンタイムパスワードが
必要な取引

ワンタイムパスワードの時刻補正
三 井住 友 銀 行アプリのワンタイムパスワードは設 定画面から
お手続きいただけます。正しくワンタイムパスワードを入力して
いるにも関わらずエラーとなる際は、ワンタイムパスワードの
時刻補正を行うと、入力できるようになる場合があります。

ワンタイムパスワードの表示方法

三井住友銀行アプリの
ワンタイムパスワード

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

その他ワンタイムパスワードの取扱

ワンタイムパスワードの入力方法

三井住友銀行
アプリのワンタ
イムパスワード
ボタンをタップ
す ると す ぐ に
表示されます。

テレホンバンキング
（自動音声）

ワンタイムパスワードの入力で
エラーとなった場合、
ワンタイム
パスワードカードをご利用のお
客さまは
「時刻補正のお手続は
こちら」から時刻補正画面へ進
みます。

「 ①ボタン」を
押すと表 示さ
れます。

ワンタイム
パスワードカード

画面の案内にしたがって、ワン
タイムパスワードを2回入力して
ください。自動的に時刻が補正
されます。

ワンタイムパスワード入力画面例
電池切れ時の対応

ワンタイムパスワードカードの電池残量が少なくなると、ワンタ
イムパスワードを表示する前に以下のメッセージが表示されま
画面表示

End
End
End

※ワンタイムパスワードは1分間表示されます。

! ワンタイムパスワードが必要となる取引の例
・振込上限金額の変更
・あらかじめ登録していない口座への振込
・振込先の登録・変更
・外国送金の送金先口座の事前登録
・定期預金の中途解約
・住所変更
・キャッシュカード等の再発行・発見
・ATMオートロックサービス
・SMBCデビットのカード番号照会
・ログイン ※
※ログイン時にワンタイムパスワードを「利用する」を選択した
場合のみ

電池切れまでの目安

2

3ヵ月から1ヵ月半

1

1ヵ月半から電池切れ直前
電池切れ直前

メッセージが表示されたら、電池が切れる前にお早めに再発行の
お手続をしてください。
初回発行または再発行から４年以上が経過したお客さまはＳＭＢＣ
ダイレクトからの再発行が可能です。該当のお客さまはダイレクト
ログイン時にご案内画面が表示されますので、そちらからお手続
にお進みください。
※上記メッセージの表示がある場合、または電池切れの場合、再
発行手数料は不要です。
※電池は交換できませんので、分解等しないでください。

! ワンタイムパスワードカードを紛失された場合

! ご注意

SMBCダイレクトにログインし、
紛失にともなう利用停止をする
か、
ただちに三井住友銀行までご連絡ください。
なお、
紛失されま
すと、
SMBCダイレクトでのお取引ができなくなります。
お取引を
再開するためには、
書面でのお手続が必要になりますので、
あら
かじめご了承ください。
※再発行手数料1,100円
（消費税込）
が必要です
（三井住友銀行
アプリのワンタイムパスワードをのぞく）
。

ワンタイムパスワードはSMBCダイレクトでの不正取引を防止する
ことができますが、暗証番号等の個人情報の漏洩自体を防ぐもの
ではありません。
SMBCダイレクトをご利用になる際の端末（パソコン、携帯電話、
固定電話）の管理には十分ご注意ください。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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テレホンバンキング
（オペレーター）

スマホアプリ版は設定画面からお手続きいただけます。
ワンタイムパスワードは、4桁のPIN（ワンタイムパスワードの起動用
暗証番号）を設定することが可能です。

! PIN について
ワンタイムパスワードカードは、PINの設定がない状態でお送り
します。一度PINを設定すると、PINの設定がない状態に戻せま
せんので、設定する際には十分にご注意ください。
■ PINの設定
NEW PIN

2

NEW PIN

1

「 ①ボタン」を押して、ワンタイムパス
ワードが表示されている状態で、鍵
ボタンを2秒間長押しすると、左の
画面が表示されます。
任意の数字 4 桁を入力し、

1 「 鍵ボタン 」を押してください。

※入力した数字をキャンセルする場合は
ボタンを押してください。

3

PIN CONF

2

もう一度同じ番号を入力し、
「鍵ボタン」を押すとPINの設定は完了
です。

■ PIN設定時のワンタイムパスワード表示方法
PIN

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

MEMO

PIN（ワンタイムパスワードの起動用暗証番号）
〈任意〉

1

テレホンバンキング
（自動音声）

PINが設定されているワンタイムパス
ワードカードは、「①ボタン」を押す
だけではワンタイムパスワードが表示
されません。
「 ① ボ タ ン 」を 2 秒 間 長 押 し す る と 、
PINの入力画面が表示されますので、
設定した4桁の番号を入力し、
「 鍵ボタン」を押してください。

■ PINの変更
・一度PINを設定すると、PINの設定がない状態に戻せませんが
PINの変更は可能です。
・ワンタイムパスワードを表示させた状態で、
「 鍵ボタン」を2 秒
間長押しすると、
「 P I N の 設 定 」と 同 じ 手 順 で 変 更 す る こ と が
できます。

■ PINロックの解除
・PINの入力を一定回数間違えると、PINロックとなり、ワンタイムパス
ワードが表示されなくなりますので、ご注意ください。
・ワ ン タ イ ム パ ス ワ ー ド カ ー ド の 場 合 は フ リ ー ダ イ ヤ ル
(0120-324-310)にて受け付けております。三井住友銀行アプリの
ワンタイムパスワードは改めてアプリをダウンロードしていただく
必要があります。

トで取り扱うリスク性商品の留意点は
！SMBCダイレク
P32〜P35に記載されていますので、必ずご確認ください。
4
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SMBCダイレクトのセキュリティ

お客さまの対策

SMBCダイレクトは、高度なセキュリティでお客さまの大切な
情報を守ります。

SMBCダイレクトはお客さまとご利用の端末
（パソコン等）
を
含めて成り立つシステムです。

BANK

2

SMBCダイレクトを安全にご利用いただくためには、お客さま自
身の正しい知識、および端末のセキュリティ対策が不可欠です。

128 bit SSLの
暗号通信方式を採用

暗証番号の管理について
SMBCダイレクトの暗証は印鑑や通帳・キャッシュカード
以上に大切なものです。以下の点にご注意の上、お客さま
ご自身で厳重な管理を行ってください。

銀行

1

1 第三者に推測されやすい番号を使わない
ログイン暗証・キャッシュカード暗証番号は、生年月
日・車のナンバー・電話番号・住所地番等、第三者に
推測されやすい番号は避けてください。

お客さま

3
本人認証手段に
ワンタイムパスワード方式を採用
さらにインターネット専用の
暗証を設定可能

自動終了方式を
採用

2 長期間、同じ暗証を使わない
ログイン暗証・キャッシュカード暗証番号は、定期的
に変更を行ってください。
3 第三者に教えない、カード等を放置しない
ワンタイムパスワードカード・キャッシュカードを第三者
の目に容易に触れるところに放置したり、暗証番号を、
第三者の目に触れるものに書き留めないでください。
＊銀行員、銀行協会職員、警察官等であっても、お客
さまに暗証番号をおたずねするようなことは絶対に
ありません。

3つのポイント
1 本人認証手段にワンタイムパスワード方式を採用
SMBCダイレクトでは、本人認証手段として
「ワンタイムパスワード」
を採用しています。
振込等の重要な取引の都度、
「ワンタイムパスワード」
に表示される
使い捨てのワンタイムパスワードを入力しますので、より安全にイン
ターネットバンキングをご利用いただけます。

万一、暗証番号を知られた場合は、お客さま自身で暗証番号の
変更を行ってください。また、
ワンタイムパスワードカードの盗難・
紛失にあった場合は、
ただちに三井住友銀行までご連絡ください。
キャッシュカード暗証番号とSMBCダイレクトのログイン暗証は
連動していませんので、
変更の際は、
それぞれお手続が必要となり
ます。

2 SSL/TLS暗号化通信方式を採用
SSL/TLSとは、インターネット上でデータ通信を行う際に利用される
暗号通信方法の1つです。
SMBCダイレクトをご利用いただく場合は、現時点では解読が極めて
困難といわれているSSL/TLS暗号化通信方式を採用していますので、
インターネット上でのお客さまとの情報のやりとりは安全に行われ
ます。

＜キャッシュカードの暗証番号の変更方法＞
本支店ATMで変更することができます。
「暗証番号変更」
また
は
「各種サービス」
ボタンを押して、お手続きください。
＜SMBCダイレクトのログイン暗証の変更方法＞
SMBCダイレクトにログインし、セキュリティ設定メニューの暗
証番号変更からお手続きください。

3 自動終了方式を採用
インターネットでSMBCダイレクトをご利用いただいている場合、
一定時間以上端末の操作をせずに放置していると、自動的にシステム
を終了させていただく
「自動終了方式」
を採用しています。

簡単！

金融犯罪に遭わないために

SMBCトップ 「セキュリティ」「簡単！やさしいセキュリティ教室」
http://www.smbc.co.jp/kojin/security/school/index.html

さらに インターネット専用の暗証の設定が可能

SMBCダイレクトでのセキュリティメニューについては P9をご覧ください。

インターネットによりSMBCダイレクトをご利用いただく場合、電話で
使用する暗証番号とは別に、4〜8桁の英数字からなるインターネット
専用の暗証番号を、お客さまのご希望によりパソコンまたはスマート
フォンから設定することができます。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
5

259248
SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／樋口／2021.6.22

【2022年12月12日版】

インターネットバンキング

MEMO

※

ご利用推奨ブラウザ 1

Windowsをご利用の場合
Internet Explorer 11以上、
Microsoft Edge最新版、
Google Chrome最新版、Fire Fox最新版
● Macintoshをご利用の場合
Safari 3.0以上
●

最新情報は
三井住友銀行の
ホームページ上で
ご確認ください。

※1 上記ブラウザは三井住友銀行で稼動確認を行っているブラウザ
です。上記以外のブラウザでご利用いただいた場合、正しく動
作しない可能性があります。

ログイン

1
www.smbc.co.jp
へアクセス

ログイン
をクリック

2
211

12＊＊＊67
＊＊＊＊

「店番号・口座番号」
または
「契約者番号（10桁）」のい
ずれか一方と、
「ログイン暗
証
（またはインターネット専
用のログイン暗証〈4〜8桁
の英数字〉）
」
を入力
（※1）

ここをクリックすると、ソフトウェア
キーボードで入力することもできます。

ログイン
をクリック

3

メニュー選択
各サービスを利用する場合
は、画面左上部のメニュー
を選択してください。
※1 ご自分で印刷した申込
書 で お 申し込 みされ
た場合のログイン暗証
は、
申込時点のキャッ
シュカードの暗証番号
となっております。ロ
グインし、画面上部メ
ニューの
「セキュリティ
設定」
から変更いただ
けます。キャッシュカ
ードの 暗 証 番 号を変
更してもログイン暗証
は変更されません。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／小川／2022.11.16

【2022年12月12日版】

スマートフォンでのご利用について
スマートフォンでインターネットバンキングがご利用いただけます。
※ご利用推奨環境については三井住友銀行ホームページ上でご確
認ください。

あなたのスマホが銀行に

「三井住友銀行アプリ」

利用料無料！便利で手数料もおトク！いつでもどこ
でも口座の残高を確認できる！インターネット
バンキング
（SMBCダイレクト）
をかんたんにご利用
いただけるアプリです。

サービス内容
スマートフォン専用画面で、口座照会、振込・振替をご利用いただ
けます。その他の取引については、インターネットバンキング画面
でのご利用が可能です。
※端末等の動作により一部取引に制約が出る可能性があります。

※システムメンテナンス時はご利用できません。

ログイン

指紋や顔認証等で
かんたんログイン！

残 高・入 出 金 明 細 を
いつでも見られる！

Touch ID、Face IDもしくは生体認
証でかんたんにログインできます。

残高・入出金明細が24時間確認でき
ます。

振込・振替がサクサク
できる！

デビットカード・クレジット
カードも一緒に管理！

銀行やATMに行かなくても振込・
振替ができます。しかも振込手数料
が当行本支店宛は無料！
※三井住友銀行アプリでのみ提供
する「ことら送金」をご利用の場
合、1回あたり10万円以下の送金
が、他 行 あて含めて手 数 料 無 料
(ことら送金利用可能金融機関に
限る)。

SMBCデビットや三井住友カードの
利用明細を確認できます。SMBC
デビットは利用可能額の設定ができ
たり、利用金額等をプッシュ通知で
受け取れるので安心です。

ワンタイムパスワード
でより安全に！

収支がグラフでわか
りやすい！

振込等、重要なお取引を行う際に使
用することで、安全にインターネット
バンキングを利用できます。

Moneytreeと連携することで、
三井
住友銀行以外の金融資産も管理でき
て、
収支の内訳も把握できます。

1
www.smbc.co.jp
へアクセス

2

ログイン
をクリック
「店番号・口座番号」
または
「契約者番号
（10桁）
」
の
いずれか一方と、
「ログイン暗証
（またはインターネ
ット専用のログイン暗証〈4〜8桁
の英数字〉）
」
を入力

211

12＊＊＊67

ログイン
をクリック

3

メニュー選択
口 座 照 会、振 込・振 替 以 外 のメ
ニューを利用する場合は、画面左
上部のメニューを選択してください
（インターネットバンキング画面で
のお取引となります）
。

※三井住友カードは
「Vpass」
との連携が必要です。

※画面のデザイン、メニュー等は予告なく変更することがあり
ます。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／樋口／2022.7.25

テレホンバンキング

【2022年12月12日版】

オペレーター 自動音声

0120−56−3143

ご利用上の注意事項

（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）
※フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、
裏面記載の
QRコードよりご確認ください。

● 残高照会・振込等のお取り引きいただける電話機は、
プッシュトー
ンを発信できるもののみとさせていただきます。
ダイヤル回線でプッシュトーンを発信するためには、電話がつな
がった後に電話機の「＊」
「＃」
「トーン」
「PB」等のボタンを押して
ください。
くわしくは、お客さまの電話機の説明書をご参照ください。

目的に応じてサービス番号と
メインメニュー

●ＩＰ電話をご利用の場合
プロバイダとのご契約内容により、フリーダイヤルをご利用いた
だけない場合があります。くわしくはご利用のプロバイダにお問
い合わせください。
フリーダイヤルをご利用いただけない場合、一般ダイヤル
（通話料
有料）
をご利用ください。

1

ご照会

● 携帯電話・PHSをご利用になり、取引の途中で電話が切断されます
と、取引が成立しない場合があります。

2
3

● 自動音声では、普通・当座預金等一部のお取引・ご照会口座につ
いては、口座番号の上下2桁のみ読み上げを行います。

4
1

ご本人さまのご確認

振込、定期預金等の銀行手続をする場合は、
ご本人さまの確認が必
要になります。お手元に
「キャッシュカード」
をご用意の上、契約者番
号や支店番号の入力を求められましたら、以下の通り操作してくだ
さい。

支店番号
（3桁）
と

2

を入力 または 契約者番号（10桁）と

※取引を行う口座

サブメニュー

2

キャッシュカード

お取引
3

4

科目番号と
普通
当座
貯蓄

0
1
2

を入力

定期
外貨
カードローン

口座番号と

1

3

3

4

ご相談

2
3
4

9（※）

を入力

SMBCダイレクトのログイン暗証
（4桁）
と

残高照会
当日の入出金明細照会
3 過去日付の入出金明細照会
残高・
2 定期預金 1 預入明細照会
入出金
1 外貨普通の残高照会
明細照会 3
外貨預金
2 外貨定期の預入明細照会
4 投資信託の残高照会
為替相場照会
預金金利 1 定期預金
2 外貨預金
照会
投信基準価額照会
1 登録先への振込
振込・振替
3 振替
1 外貨定期の作成
1 外貨定期の満期解約
2 外貨定期の満期
解約・継続型変更 2 外貨定期の継続型変更
外貨預金
3 外貨普通の作成・振替
5 予約取消
9 オペレーター
1 ファンドの購入
2 ファンドの解約
3 スイッチング
投資信託
4 投信自動積立
5 予約取消
9 オペレーター
1 定期預金の作成
2 定期預金の満期解約・解約予約
定期預金
4 予約取消
9 オペレーター
定期預金・外貨預金
投資信託・国債・外債
各種ローン
その他のお取引
カード喪失
その他諸届 3 その他
1

1

4

お届け

6

勧誘方針

を入力

1
2

普通・貯蓄・
当座預金

1
2

を入力

暗証番号は発信音（ピポパ音）
が鳴っている間にゆっくりとご入力ください。
※プライムカードローン、
マイハウスカードローン、財産運用ローンは 0 、
新セレクトカードローンは 9

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／井出／2021.6.16

【2022年12月12日版】

お取引について

テレホンバンキング
（オペレーター）

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

暗証レベルの変更

セキュリティ設定
SMBCダイレクト関連

SMBCダイレクトで取引に必要な暗証レベルを変更することが
できます。

暗証番号
（パスワード）
の変更

選択できる暗証レベル
暗証レベルを変更することの
できるサービス
ログイン暗証 ワンタイムパスワード
◎
○
登録先振込
◎
○
ATMオートロックサービス
（ロックの解除）

ログイン暗証の変更のお手続ができます。
■ ログイン暗証の変更
●インターネット
・電話からSMBCダイレクトを利用する際の暗証を
変更します。
●インターネットからご利用いただく場合のみ利用する専用のログ
イン暗証
（4〜8桁の英数字）
を、電話で使用するログイン暗証
（4桁
の数字）
とは別に設定することができます。
※インターネット専用のログイン暗証を設定している場合でも、
振込
の組戻手続等、
電話
（オペレーター）
でのみ可能な手続を行う際に、
引き続き数字4桁のログイン暗証が必要となる場合があります。
※ログイン暗証を変更されましても、キャッシュカードの暗証番号は
変更されません。

※暗証レベルの変更には変更前・変更後のいずれか高い方の暗証
レベルを確認させていただきますので、ワンタイムパスワード
が必要です。
※◎はご利用当初の暗証レベルになります。

取引受付完了通知
SMBCダイレクトでお取引があったことを、あらかじめご登録い
ただいている電子メールアドレスあてにお知らせします。万一不
正な操作が行われても電子メールで検知することができます。
くわしい内容はP28をご覧ください。

ログイン暗証を忘れたり、
連続で誤入力して失効(ロック)してしまったら

ログイン方法の変更
インターネットでのログイン方法を次からお選びいただけます。
●店番号・口座番号または契約者番号のどちらでもログイン可
●契約者番号でのみログイン可
●店番号・口座番号でのみログイン可

ホームページ上でログイン暗証を初期化できます。SMBCダイレクト
のログイン画面にある
「ログイン暗証がおわかりにならないお客さま
はこちら」
からお手続きください。
※キャッシュカード暗証がご利用になれないお客さまは、
ホームページ
からのお手続ができません。書面もしくは店頭でのお手続が必要
です。

ワンタイムパスワードを連続で誤入力して、
失効（ロック）
してしまったら？
書面でのお手続が必要です。ホームページ上で申込書を作成し、
ご署名、ご捺印の上、送付ください。ポストに投函いただいてから
約1〜2週間で手続が完了いたします。
※インターネット・電話からも申込書を請求いただけます。
また、
お近く
の支店でもお手続を承ります。
※グローバルサービスご利用のお客さまは、
ホームページから専用の
申込書を印刷の上、国際郵便でお送りください
（郵便料はお客さま
負担となります）
。その際、国内からのお手続より、投函から完了ま
でにお時間を要する場合がございます。

■ ワンタイムパスワードでログイン
通常、
SMBCダイレクトへのログイン時には、
店番号・口座番号
（また
は契約者番号）
とログイン暗証を入力しログインしますが、
より一層、
セキュリティを高くするために、ログイン暗証に加えて、ワンタイム
パスワードを入力し、ログインすることも可能です。その場合、ログ
インの都度、
ワンタイムパスワードが必要となりますのでご注意くだ
さい。

振込上限金額の変更
SMBCダイレクトを利用して、1日
（0：00〜24：00）
に行うことができ
る振込の合計金額の上限を0円以上1,000万円以内、1万円単位で変
更することができます。
●振込の合計金額には振込手数料、
窓口・ＡＴＭ等での振込金額、外国
送金の送金金額、送金手数料等は含みません。
●振込上限金額の引き上げはテレホンバンキングではお取り扱いして
おりません。
●振込上限金額を引き下げる場合は、
ログイン暗証で変更することが
できます。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／井出／2021.11.12

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

キャッシュカード磁気ストライプおよびICチップ取引でＡＴＭ等を利用
する際の１日あたり
（0：00〜24：00）
の利用限度額を、
「 出金」
「 振込・
振替合計」
ごとに変更することができます
（万円単位）
。

口座種類
普通預金
（Web通帳）

変更可能な限度額の範囲
0〜50万円
0〜100万円

普通預金
（紙通帳）

ジェイデビットカードサービス利用限度額の変更・利用停止
J-debit
（ジェイデビット）
マークのある加盟店で、キャッシュカードで
お支払いするときの１日あたり
（0：00〜24：00）
の利用限度額を、変更
または利用停止することができます。

利用限度額の引き上げは、テレホンバンキングではお取り扱いして
おりません。
●利用限度額を引き下げる場合は、
ログイン暗証で変更することができ
ます。
●ジェイデビットカードサービスの利用限度額は1日あたりのキャッシュ
カード利用限度額の範囲内となります。
●

ＡＴＭオートロックサービス

キャッシュカードでのお取引を口座ごとにロックし、使うときだけ解除
することができるサービスです。使った後は自動的にロックされるの
で、万一、キャッシュカードを落としても安心です。
●キャッシュカードによるＡＴＭでの
「出金」
「振込」
「振替」
およびジェイ
デビットでのお取引がロックの対象になります。
●ロックの解除に必要な暗証レベルは、
ログイン暗証・ワンタイムパス
ワードからお選びいただけます
（最初はログイン暗証に設定されて
います）
。

パソコンで家計管理をしている人におすすめ

口座照会の便利な機能

ログイン

ATMオートロックサービスの操作はカンタン
ログイン

ロックしている 出金回数を設定して
口座を選択
一時ロック解除

設定の回数だけ
出金ができます 自動でロック

残高入出金明細※1※２
（24ヵ月前の１日以降）

※1 入出金明細最大表示件数はWeb通帳：2000件、紙通帳：
300件です。
※2 自動音声での普通預金の入出金明細の照会は、Web通帳：
11ヵ月前の1日以降、紙通帳：前月の1日以降です。オペレー
ターでの入出金明細の照会は、普通預金口座：24ヵ月前の
1日以降、その他口座：前月の1日以降です。
※3 Web通帳のお客さまの2019年以降の入出金明細は、SMBC
ダイレクトで30年間照会可能となります。
※4 満期日前営業日21:00から翌営業日の早朝にかけて、満期処
理の都合上、明細が表示されない、もしくは古い明細が表示
される場合があります。
※5 自動音声での積立内容の照会は、ご利用いただけません。
※6 自動音声での外貨普通預金の入出金明細の照会はご利用い
ただけません。

基本利用限度額（口座開設時の設定） 変更可能な利用限度額の範囲
50万円
1〜50万円
（万円単位）

すぐにキャッシュカードで
お取引できない状態になります

お取扱

残高・入出金明細※1
（前月の1日以降）
定期預金・積立
預入明細※4・積立内容※5
残高・入出金明細※6
外貨普通預金
（3ヵ月前の1日以降）
パーソナル外貨定期預金
預入明細※4
残高
投資信託
取引明細
（前年同月1日以降）
預入明細
債券
プレミアム円定期・ハイクーポン 預入明細
借入明細
住宅ローン等

利用限度額の引き上げは、テレホンバンキングではお取り扱いして
おりません。
●利用限度額を引き下げる場合は、
ログイン暗証で変更することができま
す。
※ご利用になる端末機・キャッシュカード種類等の制限により、
ご指定
いただいた設定額までご利用いただけない場合があります。
※カードローンは、一部の商品を除き、契約極度額を上限とし、引き
出しは0〜300万円、振込と振替の合計は0〜300万円で、ご変更
いただけます。

ロックしたい
ロック完了
口座を選択

照会できる内容
残高入出金明細※1※２
（2019年以降30年間分）※３

貯蓄・当座・カードローン

●

出金するとき

ワンタイムパスワードが
必要な取引

SMBCダイレクトのサービス利用口座の残高・明細等をご確認
いただけます。

キャッシュカード利用限度額の変更

最初にロック
するとき

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

口座照会

キャッシュカード関連

出 金
振込・振替合計

テレホンバンキング
（自動音声）

月末の確認で安心、お取引レポート
毎月末時点でのお客さまのお預かり
資産・お借り入れの残高、外貨預金・
投資信託等のお取引明細や損益の状
況等をとりまとめたレポートが確認
できます。
外貨預金
（通帳・証書式以外）
または投資
信託のお取引がある場合のみ表示します。

キャッシュカード出金通知
キャッシュカードで出金をしたとき、
メールで金額等をお知らせします。
※くわしくはP28をご覧ください。

キャッシュカードの喪失届
ただちにインターネットバンキングまたはテレホンバンキングで喪失
のお手続を行ってください。
※くわしくはP29をご覧ください。
※普通預金をお持ちのお客さまがご利用いただけます。

キャッシュカードの再発行

○画面のデザイン等は予告なく変更する場合があります。
○店頭にてお取引明細をご希望の場合には、所定の手数料がかかり
ます。
くわしくは、窓口までお問い合わせください。

インターネットバンキングでキャッシュカードの紛失、破損または磁気
不良等にともなう再発行のお手続ができます。
※くわしくはP29をご覧ください。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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259248
SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／小川／2022.11.16

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

振込

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

振替

振込、振込先の事前登録、過去の振込明細の確認ができます。
三井住友銀行の本支店あて
他行あて

テレホンバンキング
（自動音声）

付

振込日

24時間

当 日

受

サービス利用口座に指定されている普通・貯蓄・当座・カードローン
口座間の資金移動ができます。手数料はかかりません。
●
「振込・振替」
メニューからご利用ください。
● 振替資金の金額に上限はありません。

「サービス利用口座」とは

※SMBCダイレクトで行った振込については、入出金明細の
「お取り
扱い内容」
欄および通帳の摘要欄に受取人名が表示されます。
※振込先への入金は受付時間によらず、原則当日扱いとなります
（振
込先の口座状態によっては、振込先への入金が翌営業日となる場
合があります）
。
※受付終了時間間際は、お取り扱いできない場合や当日扱いとなら
ない場合があります。
●振込資金および振込手数料は、
ご依頼いただいた時点で引き落としします。
●SMBCダイレクトを利用して、
1日
（0：00〜24：00）
に行うことができ
る振込の合計金額の上限を指定できます
（振込手数料、窓口・ATM
等での振込金額、外国送金の送金金額、送金手数料等は含みませ
ん）
。0円以上1,000万円以内、1万円単位で変更できます
（振込上限
金額の引き上げにはワンタイムパスワードが必要です）
。
※SMBCダイレクト利用開始時は、100万円に設定されています。
※テレホンバンキングでは振込上限金額の引き上げはお取り扱いしておりません。

サービス利用口座とは、SMBCダイレクトでご利用になる
口座としてお届けいただいている口座のことです。
●追加できるサービス利用口座は、
同一名義、
同一住所の口座に限ります。
● 証書式定期預金、
納税準備預金、財形預金、通知預金、
通帳式外貨預金他、一部の口座はご登録いただけません。
● SMBCダイレク
トで開設した口座または、以下の口座は自
動的にサービス利用口座として登録されます。
自動的にサービス利用口座となる口座
登録済のサービス利用口座
総合口座普通預金

その総合口座に組み込まれている
すべての預金口座（定期・りぼん等）

投資信託口座の
その投資信託口座
預金決済口座
カードローン決済口座
そのカードローン口座
その住宅ローン等の口座
住宅ローン等の返済用口座
※自動的に登録される口座は、
サービス利用口座から削除す
ることはできません。
●上記以外のケースでは、
インターネットバンキングでのサービス利用
口座の登録手続が必要です。
くわしくはP29をご確認ください。
●他店の口座を追加する場合は、
申込代表口座を含む最大
3ヵ店まで、口座を追加できますが、各取引店に少なくとも
1口座の普通預金口座を必ず登録してください。
3ヵ店ご利用いただけない場合があります。
※お客さまの口座によっては、

■ 手数料 ⇒P36をご覧ください。

! 他行あて振込をする場合の留意点

振込先の口座番号、
口座名義等は振込前に確認することができま
すが、他行あての振込の場合、時間帯や振込先金融機関の都合に
より、事前に確認できないことがあります。その場合、お客さまが
口座名義等の入力を間違えると、相手先に入金されず、お客さま
の口座に資金をご返却する場合がありますので、口座番号、口座
名義等の入力には十分ご注意ください。

・振込が正常に行われたかどうかの確認や訂正・組戻の手続をする
場合は、
フリーダイヤル
（0120-324-310）
にご連絡ください。
・ご依頼いただいた手続済の振込に関する振込手数料はご返却い
たしません。
・振込先
（間違って入力した場合を含む）
に資金が入金された後、資
金を戻す場合は、組戻手数料として660円
（消費税込）
がかかりま
す。再度振込を行う場合は別途振込手数料がかかります。

ことら送金

送金手数料無料で
「１回あたり10万円以下の個人あて送金」
ができる、
三井住友銀行アプリのサービスです。
●他行あても含めて送金手数料無料でご利用いただけます(送金
先はことら送金利用可能金融機関に限る)。
●携帯電話番号・
メールアドレスあての送金や受取ができます。
●携帯電話番号
・メールアドレスあて送金の場合、
メッセージを付け
て送金できます。
●送金内容やメッセージは、
スマートフォン内のメッセージアプリで
送金相手に共有できます。
サービス詳細
サービス概要
利用時間
24時間365日(日曜20:55〜月曜7:00は除く)
三井住友銀行アプリ
（パソコンやスマートフォン等のインター
ご利用方法
ネット経由でSMBCダイレクトにログインしてのご利用は不可）
送金可能な金融機関 ことら送金利用可能金融機関に限る。
個人のみ
受取人
1回あたり10万円以下
（1日あたりの送金上限金
送金上限金額
額は、0円以上50万円以下の範囲で設定可能）
送金手数料
無料
新規送金・送金履歴からの送金のみ（送金先の登録は不可）
送金の種類
・口座番号
送金先指定
・携帯電話番号・メールアドレス
（受取人が事前に
方法
受取設定をしている場合のみ）
選択可能な
普通預金・貯蓄預金・カードローン口座
（当座預金
出金口座
は対象外）
メッセージ機能 携帯電話番号・メールアドレスあて送金時は、メッセ
ージをつけて送金可
キャンセル・返金 不可
電子メール
取引受付完了通知
（
「ことら送金」
での送金、受取
配信サービス 設定・解除、送金上限金額変更）
「CT 送金名義人名」
入出金明細の 入金時：
出金時
：
「CT 受取名義人名」
表示方法
（例：CT ﾜｶｸｻ ﾀﾛｳ）
送金上限金額引上げ時にはワンタイムパス
・送金時、
ワードが必要になります。
予めワンタイムパスワード
を有効化
（利用登録）
の上、
ご利用をお願いします。
・携帯電話番号・メールアドレスあてに送金する場合は、送金相
手が事前に口座と連絡先を紐づけておく必要があります。
・携帯電話番号・メールアドレスで受け取る場合は、
口座番号
注意事項
と連絡先を紐づける
「受取設定」
が事前に必要になります。
・三井住友銀行では受取口座に登録できる口座種類
が普通預金・貯蓄預金に限定されます。
・カードローン口座から出金する場合は、
借入となり
ますので、
ご注意ください。
・ことら送金は送金後のキャンセル・返金はできません。

グローバルサービスをご利用時の振込については、P30をご覧ください。

登録のない口座への振込
あらかじめ登録いただいた口座への振込
振込先をあらかじめ登録すると便利！！

振込先の口座は、あらかじめご登録いただくと、都度に振込先
を検索する手間がはぶけ、たいへん便利です。
※テレホンバンキングではお取り扱いしておりません。

過去に振り込んだ口座への振込

※過去に振り込んだ口座が、あらかじめ登録していない口座の場合、
ワンタイムパスワードが必要です。

先日付指定振込
日付を指定して振り込むことができます
（11営業日先まで）
。
●振込資金および振込手数料は、
指定日当日に引き落とします。
※振込資金は、前日までにご入金ください。振込の実行時点で残高が
不足している場合等には、振込を行うことができません。
※振込が行われなかった場合でも、銀行からはご連絡いたしません
ので、必ず
「振込明細照会」
で実行結果をご確認ください。

振込明細照会
SMBCダイレクトで行った振込を過去3ヵ月分
（ただし最大100明細
まで）
確認できます。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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259248
SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／井出／2021.6.16

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

外国送金のお手続の流れ

取扱通貨および為替手数料

サービス開始手続

申込完了

アップロードいただいた
書類を確認し、
サービス
開始のお手続

お手続完了後、
メール
でご連絡

インターネットバンキングでは、以下の外貨6通貨および円建てでの外国送金ができます。
（1通貨単位あたりの為替手数料一覧）
通貨
通貨
為替手数料
為替手数料
0.9円
1円
米ドル
スイスフラン
2.5円
1.4円
ユーロ
オーストラリアドル
4円
英ポンド
ニュージーランドドル 2.55円
※上記手数料は、予告なく変更する場合がございます。

申込手続

※外国送金のご利用には、事前にサービスのお申込が必要です。
※サービスのお申込にあたっては、
ご本人確認書類、個人番号
（マイナンバー）
情報のアップロードが必要です。
送金先口座の
事前登録

事前登録手続の受付

■ その他の外国送金手数料 ⇒P36をご覧ください。

当日取組の受付時限

送金先口座や送金通貨により当日取組の受付時限が異なります。
受付
当日取組時限
外貨建送金
14：00
外国送金
円建送金
11：00
外貨建送金
国内送金
円建送金
（非居住者あて）
※受付終了時間間際は、お取り扱いできない場合や当日扱いとな
らない場合がありますので、余裕を持ってお手続き願います。
※送金資金および送金手数料は、取組日に当行でのご依頼内容の
確認が終了した時点で引き落としします。

登録完了
送金先口座を選択してください

事前登録

A 銀行
送金先口座

B 銀行
C 銀行

送金受取人口座を
事前に登録依頼

事前登録のお手続
（登録依頼日の翌営業日中（※））

登録口座への
送金依頼が可能に！

※都合により、翌営業日扱いとならない場合があります。
※登録の状況については、SMBCダイレクトの外国送金メニューから確認できます。
外国送金の依頼

外国送金のお手続

送金依頼

計算書のお受取

送金金額の上限

計算書

1日あたりの送金金額（注1）
1ヵ月あたりの送金金額（注2）
300万円以内
500万円以内
※国内振込の振込金額、外国送金手数料、窓口等での送金金額は含みません。
（注1）
毎日（0：00〜24：00）の受付時点での公表レート
（TTSレート）で計算し
た円貨相当額を合計（実際のお引落金額とは異なります）
した金額です。
（注2）
1日の送金金額を当月1日から当月月末まで合計した金額です。

お引き落とし

送金金額等を入力し、
送金依頼

ワンタイムパスワードが
必要な取引

送金資金を円普通預金口座からのお支払の場合、送金取組日の
公表レート
（TTSレート＜円貨から外貨に替えるレート＞）
を適用し、
円貨相当額をお引き落しします。

世界の約200ヵ国・地域へ送金ができます。送金受取人口座を事前に
登録しておけるので、いつも決まった外国送金をする人に便利です！

必要事項を入力し、
サービス申込

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

適用為替レート

外国送金

サービス申込手続

テレホンバンキング
（自動音声）

資金の引き落とし、
外国送金の取組

計算書を登録先の
ご住所にて郵送受取

※ＳＭＢＣダイレクトで行った外国送金の取組状況や実施した明細は過去24ヵ月
分をインターネットで確認できます。
※グローバルサービスをご利用時は、計算書を郵送いたしません。

! 外国送金の留意点

１．
外国送金の実行について
①事前登録を行う送金受取人口座が外国為替および外国貿易法や米国財
務省外国資産管理室による規制等に抵触する等、法令・規制上実行不可
能な口座の場合等は、登録手続をお断りさせていただくことがあります。
②事前登録が完了した送金受取人口座でも、送金依頼の結果、口座番号
や口座名義相違等の理由で相手先に入金されない場合があります。
お受取人に正しい口座情報をご確認の上、正確にご登録ください。
③事前登録口座への送金依頼の際に、出金口座の残高が不足して
いる場合は、手続を実行しませんので、
「外国送金明細の確認」
メニューで取引の結果をご確認ください
（取引が成立していない
場合も銀行からは連絡いたしません）
。
④事前登録が完了した送金受取人口座でも、その後の法令・規制の改定
等により外国送金のお手続をお断りさせていただく場合があります。
２．
ご依頼人さまの氏名・居住について
①送金依頼人の氏名・住所は、サービス登録時に送付または提示を
受けたご本人さま確認書類に記載された氏名・住所となります。
②お届けのご住所がお住まいの住所と異なる場合は書面
（ご本人さま
確認書類のご提出が必要）
による住所変更手続が必要です。
③手数料等の計算書は、
ご本人さま確認書類に記載された住所に
転送不要郵便として送付します
（転送先への転送は行いません）
。
郵便不着等の理由で計算書等が当行に返戻された場合は、外国
送金のご利用ができなくなります。
３．
手数料について
①万一、送金先に資金が入金されなかった場合でも、ご依頼いただいた
手続済の外国送金に関する外国送金手数料はご返却いたしません。
②送金先
（間違って入力した場合を含む）
に資金が送金された後、資金を
戻す場合および資金返却された場合は、組戻手数料として4,000円
（消費税非課税）がかかります。この場合、海外銀行からの資金返却後
に送金資金をお戻ししますが、為替の状況等により、場合によっては
損失となる可能性があります。再度送金を行う場合は別途外国送金
手数料がかかります。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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259248
SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／山﨑／2022.2.7

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

●

住宅購入時の資金計画や三井住友銀行でお取り扱いして
いる住宅ローンや教育ローン、
その他各種ローン等のご相談

そなえる

思いがけない病気やケガ・お子さまの将来・万一の場合
等に備えるための生命保険のご相談

証書式定期はお取り扱いできません。

新規口座の開設・預け入れ

どんなことが相談できるの？

かりる

ワンタイムパスワードが
必要な取引

スーパー定期・大口定期

お一人おひとりのライフプランにあわせた｢マネープラン｣のご提
案や、お客さまのニーズに合った住宅ローンのご相談等をご案
内いたします。
インターネット・電話でお気軽にご相談ください。

お子さまの教育・住宅購入・老後の生活等の、生涯の
イベントに備えた資産形成のご相談

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

定期預金

お金に関するご 相 談

ためる
ふやす

テレホンバンキング
（自動音声）

口座がない場合は、自動的に新しく口座を開設します
（テレホン
バンキングで口座開設できない場合がございます）
。
●通帳限度額マル優口座への追加預け入れもできます。
●定期預金満期日のご案内等を事前にメールで受け取ることがで
きます。
くわしくは、P28をご覧ください。
預入金額
預入単位
●

スーパー定期
大口定期

■ 満期日の取扱

※相談は無料で承っております。
※SMBCダイレクトの操作についてのお問い合わせも可能です。

1円以上（※1）

1,000万円以上

1円単位

元利継続（満期日に元本に利息を加えた金額で同じ期間の定
期預金を作成します）
● 利払継続
（満期日に元本の金額で同じ期間の定期預金を作成
し、利息は普通預金※2へ入金します）
●満期解約
（元金と利息を普通預金※2に入金します）
※1 総合口座定期を作成する場合の預入金額は、1万円以上となります。
※2 SMBCダイレクトで新しく口座を開設する場合は、申込代表
口座となりますが、総合口座定期預金の場合は総合口座
普通預金に入金します。
●

どうやって相談するの？

店頭相談・オンライン面談
簡単にご予約いただけます。
ログイン後にお問い合わせ内の
「予約サービス
（店舗・オンラインで相談）
」
をクリックしてください。
チャット受付
チャッ
ト形式で、
リアルタイムにご質問にお答えします。
ログイン
後、
お問い合わせ内「インターネットで相談」
の
「チャット受付」
をクリックしてください。
インターネット相談
ログイン後、
お問い合わせ内の「インターネットで相談」
をクリ
ックし、
画面の流れに従って必要項目をご入力ください。

解約

■ 満期日当日の解約
■ 中途解約

各定期預金の当行所定の中途解約利率を適用いたします。
元金5,000万円以下の明細に限ります。
※テレホンバンキングではお取り扱いしておりません。

●
●

■ 満期日の解約予約

定期預金・積立預金の留意点、夜間の取引における留意点についてはP14を
ご覧ください。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／小川／2022.1.27

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

積立預金《りぼん》

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

MEMO

毎月決まった金額を自動的に定期預金として積み立てる商品です。

新規口座の開設・預け入れ
●
●

口座がない場合は、自動的に新しく口座を開設します。
通帳限度額マル優口座への追加預け入れもできます。
預入金額

1,000円以上

預入単位
1円単位

※総合口座りぼんを作成する場合の預入金額は、
１万円以上となります。
●年6回まで、
増額月をご指定いただくこともできます。
※テレホンバンキング
（自動音声）
では追加預け入れのみご利用いた
だけます。

積立内容の変更・中止
毎月の積立内容の変更
（積立額・振替日、
とりまとめ日の受取方法・受
取金額等）
および積立の中止ができます。
※とりまとめ方法
（期間、目標日）
については変更できませんので、支
店窓口でご相談ください。
※次回振替日の積立内容の変更および積立の中止は、次回振替日の
2営業日前の16：00までとなります。

解約
毎月積み立てられた各定期預金を個別に解約していただけます。

《りぼん》口座とは
毎月の積立金をスーパー定期もしくは大口定期として取り扱い、
満期日後は毎月積み立てられた各スーパー定期もしくは大口定
期を1つのスーパー定期もしくは大口定期にとりまとめて運用しま
す。
さらに、
とりまとめと同日に積立額の一部もしくは全額を普通
預金等に振り替えることができます。

通帳不発行型（SMBCダイレクト専用）がご利用
いただけます！

インターネットなら、口座開設時にご 選択いただけるほか、
すでにお持ちの通帳式の口座からもお切り替えいただけます。
※スーパー定期、大口定期、
りぼんが対象です。
※すでにお持ちの通帳にご記入されていない未記入明細は、切替時に印刷
またはテキスト
（CSV形式）
でダウンロードすることができます。
※定期預金／積立預金を一冊の通帳でご利用いただいている総合口座通
帳をお切り替えする場合は、両方
（定期・積立）
の口座が通帳不発行型とな
ります。

! 定期預金・積立預金の留意点

スーパー定期・大口定期、
りぼんは預金保険の対象です。1金融
機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等
が保護の対象となります
（全額保護の対象にはなりません）
。

●

! 夜間の取引における留意点

①21:00〜翌8:00
（銀行休業日の場合は9:00）
のお取引は受付の
みとなり、実際のお手続
（予約の実行）
は翌8:00
（銀行休業日の
場合は9:00）
以降に行います。
②定期預金金利についてもお手続日の金利を適用いたします。
③お手続の際に、出金口座の残高が不足している場合等は、手続を
実行しませんので、
「残高・明細」
メニューまたは
「予約受付中の
取引の一覧照会」
で取引の結果をご確認ください
（取引が成立
していない場合も、銀行からは連絡いたしません）
。
④予約の取消は、お手続日の8:00までとなります。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／山﨑／2022.3.8

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

外貨預金

SMBCダイレクトでの外貨預金取引は、18歳以上の方に限ります。
通帳・証書式以外の外貨預金の各種取引ができます。
● 外貨預金口座がない場 合は、
自動的に新しく口座を開設します
（テレホンバンキングで口座開設できない場合がございます）。

パーソナル
外貨定期預金

米ドル・ユーロ・
英 ポンド・スイ
スフラン・オー
ストラリアドル・
ニュージーラン
ドドル

※お取引の時間帯によって適用されない場合等がございますの
で、
P16の
「時間帯別・取引内容と留意点」
を必ずご覧ください。

為替手数料が店頭・電話と比較して半額
1通貨単位あたりの為替手数料
（片道）
一覧

1回の取引金額
上限
最低
100万米ドル
相当額未満
1通貨単位以上
10万米ドル相当
額以上の場合、
10万円
のみのお取
相当額以上
扱となります。

通貨
インターネット
店頭・電話
0.5円
1円
米ドル
0.7円
1.4円
ユーロ
2円
4円
英ポンド
0.45円
0.9円
スイスフラン
1.25円
2.5円
オーストラリアドル
1.27円
2.55円
ニュージーランドドル
※インターネットの為替レートが、店頭･電話での為替レートよ
りも、お客さまにとって有利にならない場合があります。
※パーソナル外貨定期預金の満期時のお取扱において、
「自動
継続
（利息円貨受取）
」
、
「満期自動解約
（円貨受取）
」
を選択し
た場合、解約時の円貨受取の為替レート、為替手数料は店頭･
電話でのお取引と同様の公表レートと為替手数料
（50％割り
引きされません）
が適用されます。
※為替予約は対象外となります。
※上記手数料は、予告なく変更する場合がございます。

外貨普通預金
●

ワンタイムパスワードが
必要な取引

平日24時間※リアルタイム為替レートを適用

取引通貨と取引金額

外貨普通預金

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

インターネットでの
外貨普通預金もしくはパーソナル外貨定期預金のお取引の特徴

留意点はP32

取扱通貨

テレホンバンキング
（自動音声）

円→外貨、外貨→円、外貨→外貨のお取引ができますが、通貨の
異なる外貨→外貨の振替はできません。

外貨自動積立サービス

外貨普通預金をお持ちのお客さまは、その外貨普通預金に対して
外貨自動積立サービスをお申し込みできます。
●払出口座は外貨普通預金と同一店の普通預金口座をご指定いただけます。
●円貨から外貨に換算する際の為替相場は、
積立日当日の、店頭・電話でのお取引と同様の
公表レート（TTSレート）から、為替手数料を50%割り引きした為替レートを適用します。
●

■ 新規申込
●

初回積立日の３営業日前の21時までにお手続きください。

■ 変更

16時までにお手続が完了すると翌営業日から、16時以降にお手続が
完了すると翌々営業日から、それぞれ変更後の内容が適用されます。

●

■ 中止

11時までにお手続が完了すると当日のお引き落とし分から、11時以降
にお手続が完了すると翌営業日から、それぞれ引き落としの中止が適用
されます。

●

パーソナル外貨定期預金
■ 作成

出金口座は円、外貨どちらでも指定できますが、外貨普通から出金し
て通貨の異なるパーソナル外貨定期を作成することはできません。

●

■ 解約

満期日前の解約
（中途解約）
、満期日当日の解約
（満期時の取扱が
自動継続の場合のみ）
がご利用いただけます。
中途解約 （注1）
●満期日の前営業日21:00までにお手続きください。
●中途解約利率として、
解約日の当該通貨の普通預金利率を適用いたします。
※テレホンバンキングではお取り扱いしておりません。
満期日当日の解約
●満期日当日の7:00
（テレホンバンキング＜自動音声＞の場合は8:00、テ
レホンバンキング＜オペレーター＞の場合は9:00）からお手続きできま
す。
※満期日当日が銀行の休業日にあたっている場合はお手続きできませ
ん。
※21:00以降にお手続きいただく場合は中途解約の取扱となります。
※満期時の取扱が満期解約の場合は自動的に解約されますので
お手続は不要です。

■ 満期時の取扱方法の変更

満期日の前営業日の16:00までにお手続きください。
テレホンバンキング
（自動音声）
では、
「自動継続」
は
「満期自動解約
（外貨受取）
」
へ、
「満期自動解約」
は
「自動継続
（元利継続）
」
への変
更となります。
●満期自動解約
（円貨受取）
の場合、為替予約を締結して円貨受取金
額を確定することもできます
（テレホンバンキングではお手続きい
ただけません）
。
●
●

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／山﨑／2021.10.12

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

インターネットでの取引の留意点

●時間帯別の入出金タイミングと制限事項

リアルタイム為替レートとは…

入出金タイミング： 即時

リアルタイム

お客さまの各取引の都度、
リアルタイムで外国為替市場にアクセス
し、最新の為替レートをお取引に適用します。

リアルタイム（取引制限あり）
入出金タイミング：
〈円→外貨の場合〉
円貨：即時出金 外貨：翌営業日※7：00頃入金
〈外貨→円の場合〉
外貨出金、
円貨入金ともに翌営業日※7：00頃に実行
制限事項
● 外貨普通預金の出金をともなうお取引の場合は、
外貨普通預金
口座1口座1通貨につき1回のみ。
● 本時間帯にお預け入れいただいた外貨預金は、
翌営業日 ※
7：00まで振替・解約することはできません。
（例）
● 外貨普通預金2,000米ドルをお持ちの場合、
この時間帯に、
1,000米ドルを円預金に振り替えると、残りの1,000米ドル
は、翌営業日※7：00まで追加で振り替えできなくなります。
● 外貨普通預金2,000米ドルをお持ちの場合、
この時間帯に、円
預金から新たに1,000米ドルを振り替えた場合でも、当初の
2,000米ドルを、円預金に振り替えることができます。
●インターネッ
トで外貨預金取引を行うと、テレホンバンキングでの
外貨預金取引は翌営業日※8：00までお手続きできません。また、
逆にテレホンバンキングで一度お取り引きすると、翌営業日※
7：00までインターネットでの外貨預金取引はできません。
※現在の時刻が0：00を過ぎて、本日が営業日となっている場合
は、当日を指します。

リアルタイム為替レートでお取り引きできる商品・取引内容
●外貨普通預金
●パーソナル外貨定期預金

※外貨定期預金の満期時の取扱において、
「 自動継続（利息円貨受
取）
」
、
「 満期自動解約（円貨受取）」
を選択した場合、満期時の円貨
受取はリアルタイム為替レートが適用されず、店頭・電話でのお取
引と同様、公表レートが適用されます。
※プレミアム円定期預金、ハイクーポン、為替予約、外貨自動積立
サービスは対象外です。

時間帯別・取引内容と留意点
●曜日別の取扱
7:00

月

当日
リアルタイム

21:00 24:00 翌 日

リアルタイム
（取引制限あり）

7:00

火
水

ワンタイムパスワードが
必要な取引

取引実行時点のリアルタイム為替レートを適用

予約取引

木

入出金タイミング： 翌営業日※7：00頃
制限事項
●お手続の際に出金口座の残高が不足している場合等は手続は
実行されません。お取引の成立については、外貨預金のメニュ
ー
「受付取引の照会・予約明細の取消」
でご確認いただけます。
※現在の時刻が0：00を過ぎて、本日が営業日となっている場合
は、当日を指します。

予約取引

金
土

翌営業日の最初に公表したリアルタイム為替レート※を適用

日

予約取引

サービス停止
（毎週必ず停止します。）

※取引を実行する為替レートの範囲を設定できます。
実行時の為替レートがその範囲外の場合は、
取引は中止されます。

●祝日およびその前後の取扱
7:00

平日
祝日

当日

21:00 24:00 翌 日

! 銀行休業日・銀行休業日前日夜間のお取引

（リアルタイム為替レート適用対象外のお取引における留意点）

7:00

①銀行休業日前日21:00〜翌営業日7:00のお取引は受付の
みとなり、実際のお手続
（予約の実行）
は翌営業日7:00以降
に行います。
②外貨預金金利・外国為替相場についてもお手続日7:00の金
利・相場を適用いたします。
③上記のお手続
（予約の実行）
の際、
出金口座の残高が不足している
場合等は、
手続を実行しませんので、
「残高・明細」
メニューまたは
「受付取引の照会・予約明細の取消」
で取引の結果をご確認くださ
い
（取引が成立していない場合も、
銀行からは連絡いたしません）
。
④予約の取消は、お手続日の7:00までとなります。
⑤インターネットで外貨預金取引を行うと、
テレホンバンキング
での外貨預金取引は翌営業日8：00までお手続きできません。
また、
逆にテレホンバンキングで一度お取引すると、
翌営業日
7：00までインターネットでの外貨預金取引はできません。

リアルタイム
予約取引

※祝日には、12/31〜1/3を含みます。
※日曜日の21：00〜翌月曜日7：00は祝日であっても、サービスを停止します。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

投資信託

留意点はP32

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

! 銀行休業日・夜間の取引における留意点

三井住友銀行取扱のファンドの新規購入・追加購入・換金等の取引
ができます。
● SMBCダイレクトでは、
一部取り扱っていないファンドがありま
す。くわしくは、オペレーターまたはホームページ等でご照会くださ
い
（ファンド一覧をご請求することもできます）
。
●ご購入・自動積立のご契約
（新規）の申込にあたっては、目論見書を交付
しますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
● 投資信託取引はファンドによって取扱時間が異なります。
また、お
申し込みいただいた時間によっては、お取り扱いできない場合や
当日扱いとならない場合があります。
テレホンバン
●ファンドによりお取り扱いできない日があります。
キング（自動音声）では、解約請求の際、お取り扱いできないファ
ンドは、読み上げられません。

①平日21:00〜翌営業日5:00のお取引は受付のみとなり、
投信
の購入代金の引き落としはお手続日
（平日21:00〜24:00およ
び休日は翌営業日、平日0:00〜5:00は当日となります）
の
7:00以降に行います
（外国投信は、
お取り扱いしていません）
。
②毎朝5:00〜7:00は、
投資信託のお取扱を停止いたします。
③外国投信の購入・解約、収益分配金の取扱変更はお取り扱い
しておりません。
④上記購入代金の引き落としの際、出金口座の残高が不足し
ている場合等は、手続を実行しませんので、
「残高・明細」
メニ
ューまたは
「予約受付中の取引の一覧照会」
で取引の結果を
ご確認ください
（取引が成立していない場合も、銀行からは
連絡いたしません）
。
⑤予約の取消は、お手続日の7:00までとなります。

投資信託口座・NISA口座・つみたてNISA口座の開設

（利用料無料）

投資信託口座・NISA口座・つみたてNISA口座の新規開設ができ
ます。
● すでに投資信託口座をお持ちのお客さまは新たに投資信託口座
を開設することはできません。
● 事業でお使いの口座
（口座名義に屋号等がついている口座）で
は、お申し込みいただけません。
●ご本人さまの確認書類等が必要となります。
書類をアップロード
いただいた後、口座開設手続を行います
（ご印鑑は不要です）。
※お申込にあたっては個人番号
（マイナンバー）
を告知していただく
必要があります。
● 郵便不着等の理由で口座開設のご連絡等が当行に返戻された場合
は、お申込がなかったものとして取り扱います。

基準価額や分配金を知りたいタイミングでメールでお知らせ。
当行でお取り扱いしている投資信託の基準価額や分配金情
報等を、最大10ファンドまでメールで配信します。配信タイミ
ングを選択できる他、基準価額が登録いただいた価格に達し
たことをお知らせする機能もご利用いただけます。
電子メール配信サービスについて、
くわしくはP28をご覧ください。

新規購入、追加購入
平日7:00〜21:00に受け付けたお取引の購入資金は、原則、受付
と同時に引き落とします。
※上記以外の時間帯の取扱は右記の留意点をご覧ください。
● NISA口座
・課税口座
（特定口座・一般口座）
いずれのお取引も対象です。
● 国内MMF
（マネー・マネージメント・ファンド）を購入する場合の
「取得日」
は以下の通りとなります。
①平 日 0：00〜15：00受付完了分 ……… 申込日の翌営業日
②平 日15：00〜24：00および土日・祝日受付完了分
……… 申込日の翌々営業日
＊当日設定分の購入は店頭でのみお取り扱いしております。
（受付時間9：00〜12：00）
● 国内MMF
（マネー・マネージメント・ファンド）
以外のファンドを購入す
る場合の
「申込日」
は、各ファンドごとの当日扱いの申込受付時限以降
受付分は
「受付日の翌営業日」
となります。
※現在、国内MMF
（マネー・マネジメント・ファンド）
は、お取り扱いし
ておりません。
●

投信自動積立
（新規申込・変更・中止）
毎月ご指定の日にご指定の金額で投資信託を自動的に購入する投
信自動積立をお申し込みできます。
●申込内容の変更、
中止もお手続きできます。
●月々の引落日の3営業日前
（初回引落日が銀行休業日の場合、初回
引落日の4営業日前）
までにお手続きください。

ファンドの残高の換金、変更等
換金
（解約請求）
について
ファンドの買取請求につきましては、
インターネットバンキング、
テレ
ホンバンキング
（自動音声）
ではお取り扱いしておりません。
●変更について
収益分配金の取扱について
「再投資」
「再投資停止」
から選択し、変更
いただけます。
※インターネット
（平日7:00〜21:00）
、
テレホンバンキング
（オペレー
ター平日9:00〜17:00）
のみのお取扱となります。
●スイッチングについて
スイッチングの申込は、
インターネットバンキング、
テレホンバンキン
グ
（オペレーター）
でのお取扱となります。テレホンバンキング
（自動
音声）
ではお取り扱いしておりません。
●

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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テレホンバンキング
（オペレーター）

ネット専用ファンドの取引における留意点

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

個人向け国債

留意点はP32

SMBCダイレクトでの個人向け国債取引は、18歳以上の方に限り
ます。
当行本支店窓口等で債券口座を開設済のお客さまがインター
ネットバンキング（SMBCダイレクト）
を通じて、お取引を行って
いただくことのできるサービスです。
個人向け国債は、日本国が発行し、元本や利子をお支払いする
個人の方専用の国債です。

ネット専用ファンド
（インターネット専用ファンド）
とは、お取引方法
をインターネットバンキング
（SMBCダイレクト）
に限定したファンド
です
（店頭窓口や電話でのお取引はできません）
。

ネット専用ファンド対象商品

額面金額1万円から1万円単位で、ご購入いただけます。※1
● 実勢金利に応じて半年ごとに金利が変動 ※2する10年物か、
固定金利の3年物、5年物からご選択いただけます。
●満期が来たら元本
（額面金額）
をお返しいたします。
●

当行ホームページで
「ネット専用ファンド」
としてご案内する投資信
託。
●ネット専用ファンドの投資信託としての商品性は、
その他の投資信託
と特に変わりません。
※お取引方法を限定しているため、以下の事項についてはご留意い
ただく必要がありますが、その他の点においてはP17と同様にお取
り引きいただけます。
●

※1 発行価格は額面100円につき100円です。
※2 発行後半年ごとに市場実勢金利に応じて変動します。
商品のくわしい内容は、
窓口・ホームページの説明書をご覧ください。

ネット専用ファンドの留意点

購入

ネット専用ファンドは、店頭窓口や電話では購入、換金等のお取扱が
できません。
● 店頭窓口にはネット専用ファンドの
「投資信託説明書（交付目論見
書）
」
、パンフレット等の
「販売用資料」
はご用意しておりません。これ
らの資料の内容はホームページよりダウンロードいただくか、当行
ホームページまたはお電話から書面交付のご請求をいただくことに
よりご確認いただけます。
ただし、ご購入いただく際は、最新の
「投資信託説明書
（交付目論見
書）
」
をインターネットバンキングのお取引画面からダウンロードいた
だくか、
電話から事前に書面をご請求いただくことが必要となります。
※交付書面についてくわしくはP31をご確認ください。
●ネット専用ファンドの購入、
購入後の換金等の決定は、
ホームページ
を参照していただき、お客さま自身でご判断願います。店頭窓口・電
話等でのご相談は承っておりません。
●SMBCダイレクトを利用停止された場合、
またはSMBCダイレクトの
サービス利用口座の指定から投資信託口座を解除された場合には、
ネット専用ファンドのお取引ができなくなりますのでご注意くだ
さい。
●ファンドにより購入、
換金、変更
（収益分配金の取扱方法の変更等）
の
お取扱ができない日があります。お取扱ができない日は、当行ホー
ムページ内でご確認いただけます。
●

●

募集期間中に購入可能な銘柄についてお申込ができます。

売却
（中途換金）
発行から一定期間等、中途換金できない場合があります。
当行では、利金の支払日の6営業日前から利金支払日まで、およ
び償還日の6営業日前から償還日までの期間
（インターネットで
手続きする場合、利金の支払日の9営業日前から利金支払日ま
で、および償還日の9営業日前から償還日までの期間）
は、中途換
金の約定ができません。当行では、中途換金の換金額は、約定日
を含めて3営業日以降にご指定の口座に入金いたします。
●中途換金時の受取金額は中途換金調整額の差引後の金額となり
ます。
中途換金調整額および商品のくわしい内容は、窓口・ホームページ
の説明書をご覧ください。
●
●

! 銀行休業日・夜間の取引における留意点
①平日15：00〜翌営業日8：30のお取引は受付のみとなり、実際
のお手続
（予約の実行）
は翌営業日8：30以降に行います。な
お、
ご購入の場合、募集初日は9：00より受付開始、募集最終日
は15：00で受付を終了します。
②お手続の際に、出金口座の残高が不足している場合等は、手
続を実行しませんので、
「残高・明細」
メニューまたは
「予約取
引の照会・予約明細の取消」
で取引の結果をご確認ください
（取引が成立していない場合も、銀行からは連絡いたしませ
ん）
。
③予約の取消は、
お手続日の8：30までとなります。

ネット専用ファンドについてくわしく知るには
ホームページをご覧いただくか、
または各ファンドの専用コー
ルセンターにお問い合わせください。
（ 照会先に関する最新情
報もホームページでご案内しております）
SMBCトップ 投資信託 ネット専用ファンド
https://www.smbc.co.jp/kojin/toushin/net̲fund/

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
18

259248
SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／山﨑／2022.3.8

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

資産づくりセット

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

保有ファンドチャート
保有ファンドチャートとは、保有しているファンドの基準価額、
税引前分配金再投資基準価額、純資産総額の値動きをファンド
ごとにグラフで表示します。
※ファンド設定日以降で直近3ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年と
期間指定（任意の10年間）で照会可能

SMBCダイレクトでの資産づくりセットのお申込は、18歳以上の方に
限ります。また、SMBCダイレクトでのジュニアNISA口座を利用した
資産づくりセットのお申込はご利用いただけません。
「定期預金」と「投資信託」のセットで運用する商品《資産づくり
セット》のお申込ができます。

SMBCダイレクトにおける資産づくりセットの留意点
①お申込総額
（円定期預金の預入額※と投資信託購入申込額の合計）
は50万円以上とし、投資信託購入申込額は、円定期預金の預入額
以上とします。SMBCダイレクトにおいては、円定期預金と投資信
託は、同時にお申し込みください。
※円定期預金の預入額は1万円以上となります。
②円定期預金の初回金利は当初3ヵ月のみの適用となります。満期後
（3ヵ月後）
は満期日の当日の3ヵ月ものの店頭表示金利で継続さ
れ、初回金利は適用されません。
③円定期預金を中途解約する場合は初回金利は適用されず、解約日
まで所定の中途解約利率が適用されます。
④組み合わせ商品のご購入の取消等により、資産づくりセットとして
の条件を満たさなくなる場合には、初回金利も適用されなくなりま
すので、あらかじめご了承ください。
⑤投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等
（購入時手数料、
換金時手数料、信託財産留保額等）
が必要です。また、
これらの手数
料等とは別に信託報酬と監査報酬、有価証券売買手数料等その他
費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまに
ご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
⑥一部対象とならない投資信託があります。
⑦投資信託には元本割れリスク等があります。くわしくは、巻末の留
意点および窓口やホームページの投資信託説明書
（交付目論見書）
等をご覧ください。
⑧手数料等の詳細は、各商品の最新の投資信託説明書
（交付目論見
書）
等でご確認ください。
⑨この商品は、今後商品内容の変更や取扱を中止することがあります
ので、あらかじめご了承ください。
⑩この商品は一部お取扱のできない店舗があります。
くわしくは、三井
住友銀行国内本支店窓口までお問い合わせください。
⑪投資信託を購入する際は、あらかじめ投資信託口座の開設が必要
となります。
⑫お申し込みいただく方法
（SMBCダイレクトや店頭における書面等）
により、お取扱方法や適用金利等が異なります。くわしくは窓口等
までお問い合わせください。

対象商品

投資信託

利用時間

24時間
※午前5：00〜午前7：00を除く
※12/31 0：00〜1/3 24：00を除く
※SMBCダイレクトのメンテナンス時間、分析
データ・投資信託データ更新にともなうメン
テナンス時間を除く

手数料

無料

! 銀行休業日・夜間の取引における留意点
①毎朝5:00〜7:00は、資産づくりセットのお取扱を停止します。
②お手続の際に、出金口座の残高が不足している場合等は、手
続を実行しませんので、
「口座照会メニュー」
または
「予約明
細照会」
で取引の結果をご確認ください
（取引が成立してい
ない場合も、銀行からは連絡いたしません）
。
③平日21:00〜翌営業日8:00のお取引は受付のみとなり、実
際のお手続
（預金のお預け入れ・投資信託購入代金の引き落
とし等の予約実行）
は翌営業日※8:00以降に行います。
※手続時点の時刻が0:00を過ぎて銀行営業日となっている場
合は、当日を指します。
④予約の取消は、上記③に記載のお手続を行う日の8:00まで
となります。
⑤投資信託の収益分配金の受取方法の変更はできません。す
でにお持ちのファンドを追加で購入する場合は、現在の取扱
と同様となります。新規にご購入される場合は再投資
（収益分
配金で同じファンドを購入する取扱）
のみの取扱となります。
⑥通帳不発行方式の定期預金口座を新しく開設される場合、
上記③で記載のお手続が完了するまでに電話
（自動音声）
で
定期預金の口座開設手続をされると、定期預金口座が通帳
発行方式に変更される場合があります。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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テレホンバンキング
（オペレーター）

プレミアム円定期・ハイクーポン

通常の円定期預金※1より高い利率が適用される一方、判定日
（満期日
の２営業日前）
の為替相場によっては、外貨に転換の上、元本を払い戻
しする商品です。
※1：自由金利型定期預金または自由金利型定期預金（M型）
（ 店頭
表示金利）

当行本支店窓口等で証券総合口座を開設済のお客さまは、
インター
ネットバンキング（SMBCダイレクト）
を通じて、SMBC日興証券
（株）
の各種お取引が可能です。
●本サービスにおいて証券取引をご利用の際は、
SMBC日興証券
（株）
より通知される口座番号、パスワード等によりご利用いただ
けます。

通常の外貨定期預金※2より高い利率が適用される一方、判定日
（満期
日の２営業日前）
の為替相場によっては、円貨に転換の上、元本および
利息を払い戻しする商品です。
※2：パーソナル外貨定期預金
（店頭表示金利）

（お手続可能なサービス）

新規口座の開設・預け入れ

商品

以下のお取引ができます。

50万円以上1億円未満

ハイクーポン
外貨普通預金
米ドル、ユーロ
5千米ドル
（ユーロ）
以上
100万米ドル
（ユーロ）
未満
円

転換通貨
米ドルまたはユーロ
預入期間
お取引日の為替相場動向等に応じた条件となります。
利 率
取引画面上でご確認ください。
予約相場
※SMBCダイレクトでお申込の場合、通帳や証書は発行されません。

保険商品申込書・資料の請求
病気やケガに備える医療保険や、万一に備える生命保険等について、
インターネットで簡単に商品比較や資料のご請求いただけます。

■ ご請求からお申込までの流れ
パソコンで資料を請求

資料・申込書を受取

電話で相談

留意点はP32

証券取引

ハイクーポン

預入金額

ワンタイムパスワードが
必要な取引

SMBCダイレクトでの債券・株式
（金融商品仲介）
取引は、18歳以
上の方に限ります。
当行本支店窓口等で証券総合口座を開設済のお客さまがイン
ターネットバンキング（SMBCダイレクト）
を通じて、証券取引を
行っていただくことのできるサービスです。
三井住友銀行の金融商品仲介は、
SMBC日興証券
（株）
を委託元とし
ており、
お客さまの取引の相手方は委託元の証券会社となります。
●くわしくは、
SMBC日興証券（株）のサービス案内等をご覧くだ
さい。

プレミアム円定期

プレミアム円定期
円貨普通預金
円

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

債券・株式
（金融商品仲介）

留意点はP34

SMBCダイレクトでのプレミアム円定期・ハイクーポン取引は、18歳
以上の方に限ります。
円定期預金または外貨定期預金と条件付為替予約を組み合わせた
預金です。

出金口座
預入通貨

テレホンバンキング
（自動音声）

申込書を投函

日興イージートレード

外国債券

×

国内債券

×

仕組債

×

SMBCファンドラップ

×

国内上場株式
（国内上場ETF・REIT・ETN信託受益証券を含む）

○（※）

新規公開株式等
（IPO）
、公募・売出し
（PO）

○（※）

株式ミニ投資

○（※）

国内転換社債型新株予約権付社債
（CB）

○

※一部お取り扱いしていない銘柄があります。
取扱商品の詳細や各サービスの受付時間・受付窓口については、
証券会社のホームページまたは下記サポートデスクでご確認くだ
さい。
SMBC日興証券SMBCサポートデスク
0120-250725
（受付時間：平日 8:30〜17:30）
SMBC日興証券
（株）（URL：http://www.smbcnikko.co.jp）

申込書

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

バンク&トレード

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

eレポートサービス

SMBCダイレクトでのバンク＆トレード取引は、18歳以上の方に限ります。
SMBCダイレクトと同一名義のＳＭＢＣ日興証券のオンライントレード
（日興イージートレード）
をつなぎ、
インターネット上で
の運用をトータルでサポートするサービスです。
お取引方法をSMBCダイレクト
（インターネットバンキング）および日興イージー
トレードに限定したサービスです（店頭窓口や電話でのお取引はできません）。

シングルログイン

はがきや封書でお送りしている各種取引の報告書やお取引レポー
ト等をPDF形式の電子ファイルでのご提供に切り替え、SMBCダイ
レクト
（インターネットバンキング）
から閲覧いただくサービスです。

SMBCダイレクト 日興イージートレード

SMBCダイレクトと日興イージートレードを都度パスワードを入力
することなくログインできます。

銀行・証券残高一覧

本サービスはSMBCダイレクト
（インターネットバンキング）
をご
利用いただけるお客さまが対象のサービスです。

日興イージートレード

日興イージートレードを通じて、三井住友銀行とＳＭＢＣ日興証券の
口座残高をリアルタイムに一つの画面でご覧いただけます。
※借入残高
（住宅ローン等）
は表示されません。

銀行・証券残高推移

なお、
ｅレポートサービスで扱う各種報告書の対象は、投資信託、
外貨預金、公共債、ローン関連の報告書およびお取引レポート等
です。対象の各種報告書等、
くわしくは当行ホームページでご確
認ください。

日興イージートレード

日興イージートレードを通じて、三井住友銀行とＳＭＢＣ日興証券の月末基準の
口座残高推移や商品ごとの資産配分状況をグラフ等でご覧いただけます。
※申込月の翌月第4営業日から表示を開始
※以降、
月初第4営業日に前月末時点の残高を表示
※借入残高
（当座貸越、
カードローン、
住宅ローン等）
は表示されません。

即時入出金（オプション契約）

提供方法

明細は、
ＰＤＦ形式の電子ファイルでのご提供とな
ります。
※PDF形式の電子ファイルの閲覧にはAdobe
Readerが必要です。

掲載期限
手数料

掲載日から原則5年後の翌月末まで
無料

その他

・ｅレポートサービス申込後に作成される報告書
等が対象です。
ｅレポートサービス申込前、解約
後に作成された報告書等は本サービスでの掲載
対象外です。
・ｅレポートサービス解約後も、再申込することで
過去に掲載された掲載期限内のPDF形式の電
子ファイルを再度閲覧できるようになります。

日興イージートレード

ＳＭＢＣ日興証券の口座で不足金等が発生した際、自動的に三井住
友銀行の普通預金口座から不足金相当額を振り替えます。
※必ず、即時入出金の申込が必要
※申込日の翌営業日
（土日・祝日の場合は翌々営業日）
より開始
※円貨のみ
（外貨は対象外）

ＳＭＢＣ日興証券手数料優遇

対象口座

eレポートサービスでは、SMBCダイレクトのサ
ービス利用口座としてお取り扱いしている口座
の明細が表示されます。なお、eレポートサービ
ス
（運用商品）
をご利用の場合は、サービス利用
口座と同じお取引店でご本人の口座としてお取
り扱いしている口座の明細も表示されます。
申込および閲覧は支店・口座・お知らせ内容ごと
でのご指定はできません。

日興イージートレード

三井住友銀行の普通預金口座とＳＭＢＣ日興証券の証券総合口座
との入出金が日興イージートレードを通じて簡単にできます。
※三井住友銀行の口座は１口座のみ利用
（指定）
可能
※円貨のみ
（外貨は対象外）
※１日あたり各々10回まで、1回あたり1,000円以上
※即時出金
（証券→銀行）
は、
１日あたり合計1億円以内
※ＳＭＢＣ日興証券のＭＲＦ残高から出金する場合、12時以降は１
日あたり500万円以内

証券不足金自動振替（オプション契約）

提供商品

【eレポートサービス
（運用商品）
】
運用商品に関する各種報告書等を電子ファイル
で閲覧できます。
【eレポートサービス
（ローン商品）
】
ローン商品に関する各種報告書等を電子ファイ
ルで閲覧できます。

日興イージートレード

（注1）
ＳＭＢＣ日興証券での取引手数料が割り引きされます。
※ＳＭＢＣ日興証券のダイレクトコースでお取引のお客さまは、投
信つみたてプランの購入手数料が無料となります
（ただし、毎月
の引落額が10万円以下のお客さまのみ対象です）
。
ＳＭＢＣ日興
証券の総合コースでお取引のお客さまは、日興イージートレード
信用取引の委託手数料を割り引きいたします。
※申込日の翌営業日（土日・祝日の場合は翌々営業日）以降の引
落、約定分から適用

（注1）
金融商品仲介をご利用のお客さまは、信用取引・投信つみたてプ
ランの取引ができないため、
手数料割引の適用はございません。
バンク＆トレードについて、くわしくは三井住友銀行のホームページをご確認ください。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／井出／2021.6.16

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

SMBCポイントパック

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

MEMO

SMBCポイントパックは、残高に応じた金利を適用する
「残高別金利型普通預金」を
ご利用のお客さまに、ポイントの付与や手数料の割引を提供するサービスです。
●銀行取引に応じてポイントが貯まる！

申込・変更

サービス利用口座となっている普通預金を残高別金利型普通預金
にお切り替えいただくことでお申し込みいただけます。
●Web通帳のご利用をご希望のお客さまは、
「 Web通帳を利用す
る」
をご指定ください。すぐにWeb通帳が使えます。
※普通預金の口座番号は変わりませんので、口座振替契約等の変更手続は不要。
●Web通帳への切替
（紙の通帳をご利用のお客さま）
※現在お持ちの通帳はご利用いただけなくなります。
●

ポイント照会・利用

■ ポイント照会

インターネットでポイント残高等をご確認いただけます。

■ ポイント利用（SMBCダイレクトでお手続可能なメニュー）
●SMBCダイレクト振込手数料割引

VポイントはSMBCダイレクトでの振込手数料の割引にご利用いた
だけます。
※先日付指定振込にはご利用できません。
※Vポイントとは当行との取引に応じて貯まる、三井住友カード㈱
と共通のポイントです。
●景品との交換や他社ポイント移行等
Vポイントは、
グッズや商品券等の景品への交換や、
マイレージ移行、
iDバリューのお買い物への充当等にご利用できます。
これらの交換
手続はSMBCグループ共通のポイントサイト
（外部サイト）
にて行って
いただきます。

ライフイベントサービス
住宅関連、冠婚葬祭等、価格割引等の各種特典が利用できます。
●
「ライフイベントサービス」は、三井住友銀行の提携先である泉友
株式会社が提供するサービスで、三井住友銀行がSMBCポイント
パックをご契約いただいているお客さまに対し、サービスの利用
資格を特典として付与いたします。
0120-56-2853（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）
海外からの通話等フリーダイヤルをご利用いただけない場合
03-5745-6352
（通話料有料）
受付時間／平日9：00〜17：00
（年末年始とゴールデンウィークを除く）

SMBCポイントパックについてくわしく知るには

その他のポイント利用メニュー等、ポイントパックの詳細について
は、ホームページまたは、店頭のパンフレットをご覧ください。
https://www.smbc.co.jp/kojin/sougou/point-pack/

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／山﨑／2022.3.8

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

口座切替

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

ＳＭＢＣデビット

SMBCデビットのお申込ができます。
SMBCデビットは、24時間365日、コンビニ・スーパー等のVisa加
盟店でのお買い物等に利用できる年会費無料のVisaデビットです。
！
●年会費無料
●使ったその場で口座から即時払い
！
（現金感覚で使えます）
使い過ぎる心配がありません！
●預金残高以上に使えないため、
●ATMに並ぶ手間や手数料が省けます
！
●タッチ機能
（非接触IC決済機能）
を搭載！

ＳＭＢＣファーストパックの申込
サービス利用口座
（普通預金または残高別金利型普通預金）
のキャッシュ
カードをクレジット一体型にお切り替えいただけます。各商品の特典に加
えて、SMBCファーストパックならではの特典も受けられます。

! ＳＭＢＣファーストパックの留意点
①お申込は日本国内在住で満18歳以上
（高校生は除く）
の個人の
お客さまのみとなります
（事業でお使いの口座では、お申し込み
できません）
。なお、おひとりさま、1契約のみとなります。
②One's Card
（ワンダーカードを含む）
をすでにご契約いただい
ているお客さまは、
SMBCファーストパックをお申し込みいただけ
ません。
③三井住友カードＶＩ
ＳＡの入会に際しては、三井住友カード株式会
社所定の審査がございます。審査の結果、ご希望にそえない場
合がございます。
④審査にあたっては、三井住友カード株式会社より、お勤め先にご
在籍の確認やご本人さまへのご連絡をさせていただく場合が
ございますのでご了承ください。
⑤SMBCファーストパックのご利用にあたっては、所定の条件がご
ざいます。
くわしくは、
ホームページをご覧ください。

新規申込

1口座につき１枚のみお申し込みいただけます。
お申し込みいただける口座は、サービス利用口座に限ります。
●満15歳以上
（中学生は除く）
の個人のお客さまのみとなります
（事業でお使いの口座では、お申し込みいただけません）
。
（※）
●キャッシュカードとの一体型カードを発行します
。
●
●

キャッシュカードとの一体型カードへの切替

単体型のSMBCデビットをキャッシュカードとの一体型カード
（タッチ機能付）
に切替できます（※）。
※クレジット一体型キャッシュカードをお持ちの方等、一部のお客
さまは一体型カードは発行できません。

●

カード番号照会
（三井住友銀行アプリのみ）

SMBCデビットのカード番号をご確認いただけます。
お手元にカードがなくてもインターネットショッピング等をご利
用できます。

●

SMBCファーストパック・One's Cardの解約
クレジット一体型キャッシュカード
「SMBCファーストパック
（SMBC
CARD）
」
・
「One's Card」
を解約していただけます。
●解約後、
クレジットカードは解約または分離発行ができます。
●キャッシュカードはICキャッシュカードを発行します。
※カードを紛失されている場合、解約時に再発行手数料1,100円
（消費税込）
がかかります。

セルフコントロール
（三井住友銀行アプリのみ）

SMBCデビットをご利用された際に利用通知を受け取れたり、
限度額変更や利用停止等を簡単に設定できます。

●

ＳＭＢＣデビットについてくわしく知るには
ホームページをご覧ください。
http://www.smbc.co.jp/kojin/debit/

決済用普通預金

SMBCデビットは、当行と三井住友カード(株)が提供するサービス
です(カード発行会社：三井住友カード(株))。

無利息である代わりに預金の全額が保護される普通預金です。
●決済用普通預金でない有利息の各種普通預金についても、
他の預金
と合算して元本1,000万円までとその利息等については預金保険制
度により保護されます
（外貨預金等、預金保険対象外の預金を除く）
。
●お持ちの普通預金・残高別金利型普通預金から、
口座番号の変更な
しでお切り替えいただけます。
●キャッシュカード、
口座振替等、普通預金としての機能は従来どおり
ご利用いただけます。
※SMBCポイントパック、SMBCファーストパックとしてご利用の口
座からも切替可能です。
※電話投票制度専用口座や社内預金等、一部お切り替えいただけな
い口座があります。

Web通帳切替
Web通帳とは、紙の通帳を発行しない代わりに、パソコンや携帯
電話でお取引明細をご確認いただける便利なサービスです。
お持ちの普通預金・残高別金利型普通預金から、口座番号の変
更なしでお切り替えいただけます。
●キャッシュカード、
口座振替等、普通預金としての機能は従来ど
おりご利用いただけます。
※SMBCポイントパック、SMBCファーストパックとしてご利用の
口座からも切替可能です。
※紙の通帳はご利用いただけなくなります。
※キャッシュカードの発行のない口座等、一部お切り替えいただ
けない口座があります。
●

! 決済用普通預金の留意点

Web通帳についてくわしく知るには

ホームページをご覧ください。
http://www.smbc.co.jp/kojin/sougou/web-tsucho/

①決済用普通預金に切り替える前の普通預金利息については切替
前の普通預金の利息計算方法に従って計算し、切替時に決済用
普通預金に入金します。
②決済用普通預金を、有利息の各種普通預金にお切り替えいただ
くことは、原則できません。
③残高別金利型普通預金を決済用普通預金に切り替える場合、
残高
別金利型普通預金の金利は適用されず、無利息となります。

普通預金の口座開設
普通預金の新規口座の開設ができます。
※Web通帳
（通帳不発行型）
での口座開設となります。

! 口座開設取引の留意点

①新規口座は申込代表口座の取引店に開設し、サービス利用
口座に登録します。
②新しく開設された口座のお届印およびキャッシュカード暗証
番号は、申込代表口座のお届印、キャッシュカード暗証番号と
各々同じものになります。
③すでに複数の普通預金口座をお持ちのお客さまは、新しく普通預金
口座を開設することはできませんのであらかじめご了承ください。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／村木／2022.1.6

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

テレホンバンキング
（自動音声）

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

住宅ローン

時間帯別・取引内容と留意点

申込

●時間帯別のお取引内容
8:00

三井住友銀行の住宅ローンは、
インターネットからお申し込みいただき
ます。ご融資までのお手続も書類をアップロード・郵送することで、
来店せずに進めていただくことができます。
くわしくは当行ホームページをご覧ください。
https://www.smbc.co.jp/kojin/jutaku̲loan/

月〜金

当 日 15:00

土日・祝

繰上返済

24:00

即時取引

お申込完了時点で即時に
お手続を処理し、取引成立。

ワンタイムパスワードが
必要な取引

翌日

8:00

予約取引

お申込の翌営業日
（注）
に取引成立。

予約取引

お申込の翌営業日
（注）
に取引成立。

※毎週日曜日21：00〜翌朝月曜日7：00はご利用できません。
※12月31日〜1月3日は土日・祝日の扱いとなります。

以下の方式からお手続ができます。
シミュレーションによる比較検討をしてからお手続きください。
■ 一部繰上返済
・返済期間を短縮
・毎回の返済額を軽減
・返済期間を短縮し、かつ毎回の返済額を変更
・増額返済月
（ボーナス月）
返済部分のみ全額返済
■ 全額繰上返済
・お借り入れ中のローンを全額返済
※SMBCダイレクトを利用した一部繰上返済は、お手続回数に制限が
あり、ローン１口座につき、最高月４回までとなります。
※所定の保証会社以外をご利用の場合、SMBCダイレクトによる繰上
返済はできません。

●即時取引について

・平日8：00〜15：00の時間帯は即時取引となります。
・即時取引では、お申込完了時点において即時にお手続を行い、お
取引が成立します。
・返済用預金口座の残高が不足、貸越となっている場合、お取引は
成立しません。

●予約取引について

・平日15：00〜翌朝8：00、土日・祝日の時間帯は予約取引となり
ます。予約取引の時間帯では１件のお取引を受け付けます。
・予約取引では、お申込完了時点においてお取引の受付のみを行
います。受け付けたお取引は翌営業日
（注）
8：00以降にお手続を
行い、お取引が成立します。
・返済用預金口座の残高が不足、貸越となっている場合等、
翌営業日
（注）
のお手続時の口座の状態によってはお取引は成立しません。

金利種類の変更

以下のお手続ができます。
● 固定金利特約型の再設定
● 変動金利型から固定金利特約型への切替
もちろん、
シミュレーションによる比較検討もバッチリ。

●お取引にあたっては各種制限事項がありますので、
ホーム
ページでご確認の上、
お取り引きください。

住宅ローン
「繰上返済」
「金利種類の変更」の手数料
（SMBCダイレクトでのお手続）
（消費税込）
全額繰上返済
一部繰上返済
金利種類の変更
無 料（注）
無 料（注）
5,500円
（注）三井住友銀行の専用パソコンで受付した場合は、手数料
（5,500円〈消費税込〉）
がかかります。
※保証料内枠方式
（保証料はお借入金利に含まれている場合）
に
てお借り入れされたお客さまは、返戻する未経過分の保証料
は発生いたしません。保証料外枠方式
（ご融資時に保証料を一
括でお支払いいただく場合）
にてお借り入れされたお客さま
は、繰上返済に対する未経過分の保証料を保証会社所定の方
法で算出の上、お手続後1カ月を目途にお客さまの口座へ返戻
いたします。なお、全額繰上返済の場合は、保証会社手数料
<11,000円
（消費税込）
>と振込手数料を差し引いて返戻いた
します。

（注）
現在の時刻が0：00を過ぎて本日が営業日となっている場合は当日を
指します。

! 住宅ローンのお手続に関する留意点
「お借り入れ明細の照会」
「繰上返済」
、
「金利種類の変更」
、
について
は、
一部SMBCダイレクトでは取り扱っていない住宅ローンの種類
があります。
また、
お取り扱いできる住宅ローンでも、
返済日の前営業日のほか、
お取引内容によってお手続できない日があります。
くわしくは、
ホームページでご確認ください。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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テレホンバンキング
（オペレーター）

カードローン

ワンタイムパスワードが
必要な取引

三井住友銀行カードローンの口座のみお持ちのお客さまも
SMBCダイレクトの一部の機能をご利用いただけます。
※初回のご利用には、利用登録が必要となる場合があります。
※普通預金口座をお持ちでカードローン口座をサービス
利用口座に追加しているお客さまは、すべてのSMBCダイ
レクトのサービスをご利用いただけます。

インターネットなら、カードローンのお申込が、署名・捺印なしでお手
続できます。
※お申込後、
ご本人さまが確認できる書類等が必要となります。専用
サイトからPC・スマートフォンでの提出も可能です。

ご利用いただけるカードは、以下2通りからご選択いただけます。
①申込代表口座のキャッシュカード
（ローン機能を追加）
②ローン専用カードを発行
（電話からのお申込の場合はこの方法のみとなります）
●

■ 提供サービス

以下のサービスをご利用可能です。
セキュリティ設定 くわしくはP９をご参照ください。
口座照会
くわしくはP10をご参照ください。
各種ご照会、指定口座への振込によるお借入れ
カードローン
電子メール配信サービス 取引受付完了通知、商品・サービス情報のみ利用可能です。
メールアドレス登録・変更のみ利用可能です。
その他のお手続・届出 住所変更、

※ローン専用カードは、三井住友銀行本支店内に設置されているロー
ン契約機
（ＡＣＭ）
か郵送でのお受取となります。その際、
ご本人さま
が確認できる書類と署名が必要となります。

お電話でのお申込は

三井住友銀行カードローンプラザ
0120-923-923
営業時間は毎日9：00〜21：00
（12/31〜1/3は除く）
※携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。

! 留意点

テレホンバンキングはご利用いただけません。
三井住友銀行アプリはワンタイムパスワードのみご利用
可能です。
提供サービスに記載のサービス以外はご利用いただけません。

! ローンの申込の留意点
①インターネットでお申し込みいただきました内容に基づいて審
査を行い、承認となった場合は、そのままご契約とさせていただ
きます。なお、契約日については、別途銀行からご連絡します。
②審査の結果をご連絡した日より１ヵ月が経過しても、お客さまか
らの正式なお手続がない場合は、再度お申込が必要となります
（電話での受付分のみ）
。
③審査の結果、保証会社の保証が受けられない場合、お申込をお
断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
④お申し込みいただいた後、お勤め先やご自宅へお電話でお申込
内容の確認をさせていただく場合があります。また、連絡がとれ
なかった場合は、お申込を取り下げさせていただく場合もござ
います。
⑤カードローンの返済用預金口座は申込代表口座（普通預金口
座）
とします。またカードローンをご利用いただく場合の暗証番
号は、申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と同じものと
します。

各種ネット決済
ウェブ振込サービス
三井住友銀行と提携した加盟店でのショッピング代金のお支
払や証券会社等へのお振込を簡単に行うことができます。
SMBCダイレクトのメニューからはご利用できません。加盟店サ
イトからリンクしてご利用いただく方式となりますので、加盟店の
口座番号、受取人名等の入力は不要です。
●加盟店によっては、
振込手数料がかかる場合があります。
詳細は三井住友銀行のホームページでご確認ください。

Pay-easy（ペイジー）
：税金・各種料金の払込サービス
払込先の銀行の口座番号等の入力をせず、簡単に税金・公共
料金等の各種料金を支払うことができるサービスです。
お支払は、
「SMBCダイレクトのメニューからご利用い
ただく方法」
と
「収納機関のホームページからご利用い
ただく方法」
があります。
Pay-easy
（ ペイジー）
マークが記載された払込書等
でご利用いただけます。
●ご利用いただける収納機関は、
順次拡大します。くわしくはホー
ムページでご確認ください。
● 収納機関によっては、
払込手数料がかかる場合があります。く
わしくはホームページをご覧ください。
●各収納機関で取り扱っているお支払内容については、
各収納機関
にお問い合わせください。

各種ご照会
カードローンにかかる各種情報をご確認いただけます。

ご返済

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

三井住友銀行カードローンのみお取引のお客さまへのサービス

申込

入出金明細
ご契約内容
お取引状況

テレホンバンキング
（自動音声）

くわしくはP10をご覧ください
ご契約日、
ご契約極度額、利率、毎月の返済日
現在残高、本日までのお利息額
次回ご返済予定額、次回ご返済期日、総返済予定額、
最終返済予定期日、総返済予定回数

指定口座への振込によるお借入れ
カードローン口座から、ご登録の本人名義のお口座へ、振込が可能
です。他行あての振込手数料も無料です。
※ご利用にあたっては、お電話・ローン契約機でのお申込が必要
です。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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テレホンバンキング
（オペレーター）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

これまでの購入履歴と購入したくじの抽せん結果をご確認いただけます。
過去購入した内容と同じ数字で再購入することができます。

SMBCダイレクトで、数字選択式宝くじ
（ロト・ナンバーズ）
を購入でき
ます。通常購入に加え、定期購入が可能です。定期購入では、お客さ
まが設定した内容（各数字の組み合わせ・口数・購入期間）
で、宝くじ
を自動的に購入できます。また、定期購入設定の確認・解除・自動延
長はいつでも可能です。

●
●

定期購入設定一覧／解除
●

くじ購入

定期購入の設定内容の確認・解除・自動延長ができます。

! 宝くじの留意点

■ ロト

くじの種類

1口の単価

・ご購入いただいたロト7、ロト6、ミニロト、ナンバーズ4、ナ
ンバーズ３は、三井住友銀行にて電磁的にお預かりしており、
お客さまへの郵送は行っておりません。
・購入後の内容の変更または取消はできません。
・購入が成立しなかった場合、当行からは連絡しませんので、
購入結果については、インターネットバンキング（SMBCダ
イレクト）
よりご確認ください。
・通常購入は、購入の申込を受け付けた時点で即時に購入資
金を引き落とします。
・定期購入申込の受付タイミングによって、初回購入資金の
引き落としが異なります。
・抽せん日の 10:00 〜 18:20：即時に引き落とします
・上記以外：抽せん日の 10:00 過ぎに引き落とします
・定期購入について、初回以降は毎回、抽せん日の 10:00 過
ぎに購入資金を引き落とします。
（資金の引き落とし時点で残高が不足している場合等は、
宝くじを購入することができません）
・日本国外からの購入はできません。
「購入を確定する」ボタ
ンの押下をもって、お客さまが日本国外からの購入でない
ことを表明したとみなします。
・当せん結果を当行からメールでお知らせすることはありま
せん。当せん結果については、当行ホームページよりご確認
ください。
・当せん金については、抽せん日の 2 営業日後に SMBCダイ
レクトの申込代表口座に入金いたします。
・宝くじのご利用にあたっては、SMBCダイレクト利用規定の
SMBCインターネット宝くじサービス利用にかかる追加規
定をご覧ください。

1等の当せん金額（※） 抽せん日

300円

毎週
金曜日

200円

1〜43の
最高2億円
数字から、 （キャリーオーバー
異なる
発生時は、
6個の数字
最高6億円）

毎週
月・木曜日

200円

1〜31の
数字から、
異なる
5個の数字

ロト6

ミニロト

数字選択

1〜37の
最高6億円
数字から、 （キャリーオーバー
異なる
発生時は、
7個の数字
最高10億円）

ロト7

約1,000万円

毎週
火曜日

※ 当せん金額は、その回の発売総額と、当せん口数によって変動します。

■ ナンバーズ

くじの種類 1口の単価 数字選択

ナンバーズ3

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

購入履歴／抽せん結果

宝くじ

ナンバーズ4

テレホンバンキング
（自動音声）

申込タイプ 当せん金額（※3） 抽せん日

0000から
ストレート・
毎週
9999まで ・ストレート
約100万円
の中から
・ボックス （理論値は 月・火・水・
200円
好きな4ケタ ・セット
90万円） 木・金曜日
の数字
000から
999までの
200円 中から好きな
3ケタの数字

・ストレート ストレート・
毎週
約10万円
・ボックス
月
・
火・水・
（理論値は
・セット
9万円） 木・金曜日
・ミニ

※3 当せん金額は、その回の発売総額と、当せん口数によって変動します。
（申込タイプ ）
申込タイプ
ストレート
ボックス

当せん条件
数字と並び順がともに一致
並び順は関係なく、数字が一致

セット

ストレートとボックスを半分ずつ申し込み、
いずれかが一致

ミニ

下2桁の数字と並び順がともに一致

■ ランダム選択・クイックピック

数字選びに迷った時は、
ランダム選択やクイックピックを利用する
と、
コンピュータが自動で数字を選んでくれます。
購入内容入力時に
ランダム選択
コンピュータが数字を選びます。
宝くじ購入完了時に
クイックピック
コンピュータが数字を選びます。

●

宝くじで購入できる各商品について、
くわしくは、三井住友銀行
ホームページをご確認ください
（抽せんのしくみや、
当せんパターン
と当せん金額〈理論値〉についてもご確認いただけます）
。

●

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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テレホンバンキング
（オペレーター）

SMBC toto

会員登録・解約
会員登録後すぐにスポーツくじの購入が可能となります。
※会員登録対象は、19歳以上のお客さまに限ります。
※スポーツくじの投票はスポーツくじの販売期間に限ります。

くじ投票
SMBCダイレクトのサービス利用口座
（普通預金、当座預金、貯蓄預
金）
から出金して以下の各商品を購入いただけます
（各商品につい
て、
くわしくは、三井住友銀行ホームページをご確認ください）
。

●

（コンピューターによる自動予想）
■ BIG

指定された試合の勝敗または試合の結果をコンピューターが
予想しますので、購入口数を指定するだけでくじを購入できます。

●

BIG

MEGA BIG

BIG1000

mini BIG

100円BIG

1等の当せん金額
（※）

指定試合数

300円

最高6億円
キャリーオーバー発生時
（通常は1等最高3億円）

14試合

300円

最高12億円
キャリーオーバー発生時
（通常は１等最高7億2円）

12試合

200円

約1,000万円

11試合

200円

約100万円

9試合

100円

最高2億円
キャリーオーバー発生時
（通常は1等最高1億円）

14試合

ワンタイムパスワードが
必要な取引

※スポーツくじチケットはスポーツ振興投票の実施等に関する法
律
（投票法）
および関係する法令に基づいて発売されるもので、
収益はスポーツ振興に必要な資金に充てられます。
※理由の如何にかかわらず投票内容の変更または取消はいたしません。
※天災地変、オンライン障害等不測の事態により、投票金額を
返還することがあります。
※投票法第10条各号に該当する者の投票、または譲受けは禁
じられています。払戻金も受け取れません。
※スポーツくじチケットは譲渡できません。また、払戻金または
返還金を受け取る権利も譲渡できません。
※払戻金が振り込まれるのは、原則として払戻開始の3営業日
後
（土日・祝日除く）
となりますのでご注意ください。
※スポーツくじチケットは、一時的に海外に渡航する場合を含
めて、海外からの投票はできません。海外から投票した場合
は、法令により罰せられる場合があります。海外からの投票
であることが判明した場合には、その取引を取り消すことが
あります。ただし、販売終了後に取引を取り消した場合にお
いては、当該取引に係る投票券は、合計投票券の計算に含め
るものとします。
※その他の事項についてはスポーツくじ約款およびSMBC
toto特約を三井住友銀行のホームページよりご覧ください。
※SMBC toto会員におけるくじ投票が完了となるのは、
お客さま
のくじ投票データが、
独立行政法人日本スポーツ振興センター
の保有するセンターシステムが受信し正常に処理された時
点です。
※投票手続終了後、投票完了とならなかった場合においては、
投票合計金額を返還する以外の一切の責任を負いません。
あらかじめご了承ください。
発売：独立行政法人日本スポーツ振興センター
受託：株式会社三井住友銀行
19歳未満の方の投票または譲受けは法律で禁じられていま
す。払戻金も受け取れません。

●

1口の単価

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

! くじ投票における留意点

SMBCダイレクトで、スポーツくじを購入できます。
※スポーツくじとは、Jリーグ等の試合を対象
に、独立行政法人日本スポーツ振興センタ
ーが実施しているくじです。

くじの種類

テレホンバンキング
（自動音声）

（自分で試合結果等を予想）
■ toto

ご自身で試合の勝敗を予想するtotoとmini totoおよび試合の
得点を予想するtotoGOAL3、totoGOAL2があります。

●

くじの種類

1口の単価

toto

mini toto

1等の当せん金額
（※）

指定試合数

最高5億円
キャリーオーバー発生時
（通常は1等最高1億円）

13試合

約1万円

5試合

約10万円

3試合
（6チーム）

約1万円

2試合
（4チーム）

100円

totoGOAL3

totoGOAL2

※当せん金額は、売上金額や当せん口数により変動します。

投票履歴確認
投票内容は、
最大15ヵ月分までさかのぼってご確認いただけます。

●

当せん結果確認
くじ結果の確定後に、
当せん結果の確認をすることができます
（原則、
指定試合終了の２営業日後）
。
●当せん金については、
独立行政法人日本スポーツ振興センターより、
SMBCダイレクトの申込代表口座に振り込まれます
（原則、
払戻開始
の3営業日後）
。
●

開催スケジュール、キャリーオーバー額
（※）
等、
くわしくは 三 井 住 友 銀 行ホーム ペ ージを
ご確認ください。
※キャリーオーバー額とは、前開催回から今開催回の１等配当金へ
繰り越された金額のことです。
SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／小川／2022.11.30

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

電子メール配信サービス

ご連絡に関するお取引
SMBCダイレクトによる振込、振込先口座の登録・変更、
ことら
送金等
※出金みまもりメールアドレスの対象です。

振込入金通知

ポイント通知・ATM手数料通知
振り込まれた
かどうか、
何回も確認せ
ずに済むね。

ＳＭＢＣポイントパックをご契約中のお客さまに、ポイント残高およ
び各種手数料無料条件の判定結果
（無料または有料）
等をメール
でお知らせします。

投信eメール

口座引落・残高不足通知

当行でお取り扱いしている投資信託の基準価額や分配金情報等
を最大10ファンドまでメールでお知らせします。配信タイミングを
選択できる他、基準価額が登録いただいた価格に達したことをお
知らせする機能もご利用いただけます。

SMBCダイレクトの利用口座でのクレジットカードや公共料金等の引落
金額、
内容等を引き落としの前営業日※1に電子メールでお知らせします。
また、引落日当日に残高不足により、引き落としができなかった場
合にも、電子メールでお知らせします。※2
○ お知らせの対象となる取引は、公共料金
（電気・ガス・水道・電話・
NHK）、クレジットカード
（三井住友カード、アメリカン・エキスプレ
ス、UC、JCB等）
、税金、保険料、教育費、家賃、新聞代等※3です。
※1 引き落としの内容によっては、前営業日以外の日にお知らせする
場合があります
（住宅金融支援機構へのご返済は引落日当日に
お知らせします）
。
※2 残高不足等の理由により引き落としができなかった場合、
メール
の内容と実際の手続きの内容が異なる
場合があります。
残高不足
※3 三井住友銀行のカードローン
（全商品）
対策も
のご返済、
各種スイングサービスの引
ばっちり！
き落とし等の取引は対象外となります。

定期預金満期案内メール
定期預金口座をお持ちのお客さまに、満期日等を事前にメールで
お知らせします。
ご案内する内容
満期日、中間払利息、大口定期預金の継続後の新明細等

外国為替相場情報
ＳＭＢＣダイレクトでお取り扱いしている、米ドル・ユーロ・英ポンド・
スイスフラン・豪ドル・ＮＺドル、計6通貨の平日9時および18時時
点のリアルタイム為替レート
（仲値）
をお知らせします
（1日2回配
信／ご希望の配信時間をご選択いただけます）
。

キャッシュカード出金通知

商品・サービス情報

SMBCダイレクトの利用口座からキャッシュカードで出金したとき、出
金額等の明細を電子メールでお知らせします。

商品のご案内やキャンペーン等のご案内を定期的にお届けします。

○お知らせの対象取引は、
キャッシュカード

※出金みまもりメールアドレスの対象です。

ワンタイムパスワードが
必要な取引

SMBCダイレクトによる各種お取引
（振込等）
の受付完了をお知ら
せします。万一不正な操作が行われても電子メールで検知すること
ができます。

口座の引き落としや振込入金、キャッシュカードによる出金情報等、
お客さまの用途に合わせた様々なメールサービスを利用料無料で
用意しております。
●メールアドレスの登録
・変更、
メールの配信設定は、
SMBCダイレクト
にログインの上、
「メールアドレス登録・変更」
よりお手続きください。

での現金のお引き出し、キャッシュカード
振込、
お振り替えです
（他行ＡＴＭ・コンビニ
ＡＴＭ・デビットカードでのご利用も含み
ます）
。

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

取引受付完了通知

メールで入出金情報等を知りたい人におすすめ

SMBCダイレクトの利用口座に振込入金
があったとき、入金額、振込依頼人名等
の明細を電子メールでお知らせします。

テレホンバンキング
（自動音声）

出金みまもりメールアドレス

出金したこと
がい つでも
分 かるから
便利ね。

「キャッシュカード出金通知」
と出金に関する
「取引受付完了通知」
のみ通知する、出金に特化したメール配信を行う専用のメールア
ドレスです。本人連絡用のメールアドレスとは別に、
ご家族の方を
含む第三者のメールアドレスを２件まで登録可能です。不正送金
被害防止の為の出金みまもり機能としてご活用ください。

メールの配信設定に関する留意点

サービス詳細

項目

※
「振込入金通知」
「 口座引落・残高不足通知」
「キャッシュカード
出金通知」
（電子メールお知らせサービス）
について、
メールの
配信設定は、
インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）
または店頭にてお手続きください。
※上記サービスは
「グローバルサービス」
は対象外となります。

概要
・キャッシュカード出金通知
・取引受付完了通知の一部※
※対象取り扱いは以下、

・振込
（ことら送金、
非居住者振込含む）
・借入
（指定口座への振込）
・インターネット口座振替契約受付サー
ビス
（申込）
・ウェブ振込サービス

通知内容

申込時間

24時間365日
（日曜21：00〜月曜7：00は除く）

申込チャネル

・SMBCダイレクト
・三井住友銀行アプリ

登録可能メールアドレス数

2件
（本人連絡用のメールアドレスとは
別に登録可能）

登録可能メールアドレス

SMBCダイレクト利用者および利用者
が指定する第三者のメールアドレス

利用料

無料

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトご利用の手引き／A4縦／勝矢／2022.2.17

【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

家賃、駐車場代、各種月謝・会費、
ご両親・お子さまへの仕送り等、月々
のご指定の日にご指定の金額を自動的にお振込する定額自動送金
《きちんと振込》をあらかじめSMBCダイレクトで振込先の事前登録
いただいた口座に限り、お申し込みいただけます。
（消費税込）
■ 手数料 取引手数料／振込1回につき110円
※別途、振込の都度、所定の振込手数料がかかります。

公共料金口座振替契約の申込
5大公共料金
（電話、
電気、
NHK、
ガス、
水道・下水道）
の口座振替契約
のお申込ができます。
●一部の収納企業はお取り扱いできません。
●電話は、
NTTのみのお取扱となります
（携帯電話・PHSはお取り扱
いできません）
。
●引き落とし開始まで約2〜3ヵ月かかりますのであらかじめご了承
ください。
●他の金融機関で行っている口座振替契約を三井住友銀行に変更
する場合、引き落としのある他の金融機関でのお手続
（解約）
は不
要です。

その他のお手続・届出
カード、通帳、印鑑等の紛失・破損にともなうお手続
カード・通帳・印鑑・ワンタイムパスワードカードの紛失や破損にともなう
お手続がインターネットバンキングでできます。
普通預金キャッシュ
カード
SMBC CARD
One’s Card
SMBCデビット
（単体）

紛失にともなう
再発行

SMBC CARD
suica

紛失後発見した 破損等にともなう
場合の利用再開
再発行

（注2）

サービス利用口座の追加・解除

（注5）

SMBCデビット紛失
盗難受付デスク
0120-997-870
（注2）

お持ちの口座をSMBCダイレクトでご利用いただくためには、
イン
ターネットバンキングでサービス利用口座として、登録する必要が
あります。
● 追加できるサービス利用口座は同一名義、
同一住所の口座に
限ります。
●証書式定期預金、
納税準備預金、財形預金、通知預金、通帳式外
貨預金等、一部の口座はサービス利用口座として登録いただけ
ません。
●SMBCダイレクトで開設した口座または、
以下の口座は自動的に
サービス利用口座として登録されます。

店頭窓口またはSMBC
デビットデスク
0570-009-988
（注2）
ー（注4）

SMBCデビット
（一体型）

（注3）
（注5）
（注2）
（注3）

その他のカード
（注1）
通帳
（注1）
ご印鑑
ワンタイム
パスワードカード

（注3）

店頭窓口
郵送・店頭窓口
（注2） 郵送・店頭窓口

ー
店頭窓口

(注１)一部、
インターネットバンキングでお手続きできないカード・通帳
がございます。
(注２)1件あたり1,100円(消費税込)の再発行手数料がかかります。
※デビットカードについては紛失の場合とカードのデザイン変更
の場合のみかかります。
(注３)再発行にあたっては、お名前、現在のご住所等が確認できるご
本人さま確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、現住所の
記載のあるパスポート、在留カード、特別永住者証明書のいずれ
か)のアップロードが必要です。
(注４)紛失のお届出後、発見された場合も再発行が必要となります。
(注５)破損・磁気不良にともなう再発行は、再発行手数料が無料となり
ます(三井住友銀行の専用端末で受付した場合は、再発行事由
に応じて再発行手数料がかかります)。

登録済のサービス利用口座

自動的にサービス利用口座となる口座

総合口座普通預金

その総合口座に組み込まれている
すべての預金口座（定期・りぼん等）

投資信託口座の
預金決済口座
カードローン決済口座
住宅ローン等の返済用口座

その投資信託口座
そのカードローン口座
その住宅ローン等の口座

他店の口座を追加する場合は、申込代表口座を含む最大３ヵ店ま
で、口座を追加できますが、各取引店で少なくとも１口座の普通
預金口座の登録が必要です。
※お客さまの口座によっては、
３ヵ店ご利用いただけない場合があ
ります。
●SMBCダイレクト上で不要な口座はサービス利用口座の登録を
解除してください。
※お客さまの口座の種類によっては解除いただけない場合が一部
ございますのでご了承ください。
●

住所変更

残高証明書の発行

住所変更のお手続ができます。
●以下をご利用いただいている場合は、
SMBCダイレクトではお取り
扱いできませんので、お取引店の窓口でお手続きください。

残高証明書の発行をインターネットバンキングでお申し込みいた
だけます。
●SMBCダイレクトサービス利用口座に登録されている支店
（最大
３支店分）
の口座についてご依頼いただけます。
●1通あたり880円
（消費税込）
×ご依頼いただいた支店数分の手
数料をご指定の口座からお引き落としさせていただきます。引き
落とし口座の残高が不足している場合、残高証明書の発行がで
きませんのでご注意ください。

金融商品仲介、マル優、マル特、グローバルサービス等
●

ワンタイムパスワードが
必要な取引

お届けいただいた電子メールアドレスには、新商品のご案内等の
他、振込の組戻のご連絡や、セキュリティに関するお知らせ等の重
要な情報をお知らせします。
また、SMBCダイレクトで振込等のお取引を受け付けた際に、
メー
ルでご連絡する機能もご利用いただけます。

定額自動送金《きちんと振込》の申込

紛失にともなう
利用停止

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

電子メールアドレス登録・変更

その他商品・サービスの申込

対象

テレホンバンキング
（自動音声）

当座預金・ご融資・投資信託取引・公共債取引・SMBCダイレクト外国
送金サービス等をご利用いただいている場合は、本人確認書類等
のアップロードが必要です。

名義変更

口座の解約

名義変更のお手続ができます。
●以下をご利用いただいている場合は、
SMBCダイレクトではお取り
扱いできませんので、お取引店の窓口でお手続きください。

SMBCダイレクトのサービス利用口座に登録されている口座に限り、
インターネットバンキングで解約いただけます。
●口座の残高は事前に0円にしてください。
投資信託や債券等運用
商品をお持ちの場合は、事前にご自身で解約等をしていただく
必要がございます。
●財産形成預金、
お勤め先と提携した積立預金、
つみたてNISAをご
契約の投資信託口座等、
一部商品・サービスについてはSMBCダ
イレクト利用口座であっても受付対象外とさせていただきます。
●口座振替や各種商品・サービス、
運用商品等の決済口座に指定さ
れている預金口座を解約する場合は、事前に指定口座の変更手
続きをお願いいたします。

投資信託、債券、金融商品仲介、マル優、マル特、財産形成預金、
グローバルサービス、普通預金(教育資金贈与非課税口)、普通
預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)、お勤め先と提携した積立
預金・専用キャッシュカード等
名義変更にあたっては、
変更後のお名前が確認できるご本人さま確認書
類(運転免許証、
マイナンバーカード、
現住所の記載のあるパスポート、
在
留カード、
特別永住者証明書のいずれか)のアップロードが必要です。
●SMBCダイレクトでお手続きいただく場合、
お届けのご印鑑は変更い
たしません。ご印鑑が必要なお手続にあたっては、顔写真付き本人
確認書類を店頭にご持参いただき、新印鑑届のご提出が必要とな
ります。
●

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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【2022年12月12日版】

テレホンバンキング
（オペレーター）

グローバルサービス

後、ATMオートロックサービスのロックを解除することがで

きなくなります。一時帰国時等、引き続きATMによるキャッ

シュカード出金等を利用する場合は、
ご出国前にATMオー
トロックサービスの解約を行ってください。

⑧キャッシュカードによる振込ならびにATM振替が利用でき

なくなります。
⑨積立預金
（りぼん等）
の利用は可能ですが、ご出国後、積み

※毎月月初第一営業日に、
申込代表口座よりお引き落としいたします。
※初回申込月および翌月は、月額利用料はかかりません。

立てた定期預金の解約をグローバルサービスで行うことは
できません。解約は、店頭窓口のみとなりますので、ご注意

提供サービス

ください。

口座照会
振替

くわしくはP10をご参照ください。
くわしくはP11をご参照ください。
あらかじめ振込先をご登録いただいてからお振り込
国内振込
みいただきます。
くわしくはP12をご参照ください。
外国送金
※手数料等の計算書はお送りいたしません。
・暗証番号
（パスワード）
の変更
セキュリティ ・振込上限金額の変更
関連登録
※一部のメールサービス等、
ご利用いただけないサー
ビスがあります。
毎月末時点でのお客さまの申込代表口座店のお預か
お取引明細 り資産・お借り入れの残高、外貨預金・投資信託等のお
の送付
取引明細や損益の状況等をとりまとめたレポートを海
外のご住所あてに毎月お送りいたします。

⑩お取引明細のレポートを海外のお届け住所に送付します。
不着等の理由でお取引明細のレポートが当行に返戻された

場合は、国内振込・外国送金のご利用ができなくなります。
⑪ワンタイムパスワードカードは、必ず利用登録のお手続後に
ご出国してください。
2.国内振込の留意点
①受取人口座が外国為替及び外国貿易法や米国財務省外国

資産管理室による規制等に抵触する等、法令・規制上実行
不可能な口座の場合等は、お取引をお断りさせていただく
ことがあります。

②取扱日の振込資金の引き落としの際に、出金口座の残高が
不足している場合は手続を実行しませんので、
「振込明細の
確認」
メニューで取引の結果をご確認ください
（取引が成立
していない場合も銀行からは連絡いたしません）
。

国内振込・外国送金手数料
三井住友銀行あて
同一店
本支店
100円

ワンタイムパスワードが
必要な取引

利用登録手続が必要となります。

220円
（消費税込）

3万円未満
3万円以上

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

⑦グローバルサービスをお申し込みいただいた場合、
ご出国

海外勤務や留学で海外にお住まいとなる場合、グローバルサービスをお申
し込みいただくことで、引き続きSMBCダイレクトをご利用いただけます。
■ お申込方法
●店頭または郵送でお申し込みできます。
※ご出国予定日の３週間前までにお申し込みください
（ご出国後の
お客さまは、本サービスの新規お申込はできません）
。
※お申込にあたっては個人番号（マイナンバー）を告知していただく必要があります。
■ 月額利用料

■ 国内振込

テレホンバンキング
（自動音声）

200円

（消費税非課税）

※その他の留意点について、
ホームページまたはお近くの店頭窓
口でご確認ください。

他行あて
（注1）
250円
400円

※同一店あて振込とは、振込資金の引落口座と受取口座が同じ支店
にある場合を指します。
※取扱日は、お手続日の翌営業日
（日本時間）
となります。
※振込資金および振込手数料は、取扱日に引き落としします。
※振込先
（間違って入力した場合を含む）
に資金が入金された後、資金
を戻す場合は、組戻手数料として６００円
（消費税非課税）
がかかりま
す。再度振込を行う場合は別途振込手数料がかかります。
（注1）一部の金融機関あての振込は振込手数料が異なります。くわしく
は、店頭に用意した説明書またはホームページ等でご確認ください。

■ 外国送金 ⇒P36をご覧ください。

! グローバルサービスの留意点
1.申込、
ご利用時の留意点
①SMBCポイントパックを利用している場合は解約となり、ポイ
ントが消滅しますのでご了承ください。
②クレジット一体型カード
（SMBC CARDやＯｎｅｓ Ｃａｒｄ等）
も
SMBCポイントパックの解約にともない解約となりますので、
店頭窓口での申込時にクレジットカードの解約または分離
（単体のクレジットカードの発行）の手続を行い、ご出国前に
新しいカードをお受け取りください。
③
「振込入金通知」
「口座引落・残高不足通知」
「キャッシュカード出
金通知」
（ 電子メールお知らせサービス）
を利用している場合
は、利用停止となります。
④eレポートサービス、
バンク&トレード、SMBCデビットを利用して
いる場合は、グローバルサービスの申込までにご解約いただく
必要があります。
⑤国内振込の振込上限金額は、1,000万円を上限とします。
1,000万円を超過している場合は、グローバルサービスのお
申込により、1,000万円に引き下げられます。
⑥ワンタイムパスワードカードの紛失や暗証ロック等の場合は、
書面
（郵送）
で三井住友銀行アプリのワンタイムパスワードの

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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リスク性商品の取扱について
三井住友銀行の方針

リスク性商品購入時のお取引の流れ
【事前の準備】

お客さまに適合した商品をご提案します

商品内容のご確認

三井住友銀行では、お客さまの投資のご経験や知識を踏ま
え、お客さまに適合した商品をご提案させていただきます。
つきましては、お客さまのご意向を、より詳細にお聞かせい
ただきますようお願いいたします。

お聞かせ
いただく
主な項目

1

資産やご収入

2

投資のご経験や知識

3

お客さまのニーズ

4

投資の目的

商品内容やリスク等をホームペ
ージ等でご確認ください。

説明書面
（契約締結前交付
書面）
のご請求

お電話や窓口でご請求ください。
インターネットでは、ログイン後に
電子交付での受け取りもできます。

【実際のお取引】
SMBCダイレクトに
ログイン

他

説明書面（契約締結前交付書
面）
の内容をご理解いただいた
後、
ログインしてください。

お客さまの投資のご経験や知識によっては、インターネット
等でのお取引ではなく、窓口でのご相談をご案内する等、お
客さまのご希望に添えない場合もございますので、あらか
じめ、
ご了承ください。

投資信託のご購入等、取引内容
を選択してください。

お客さまにとって、よりわかりやすい説明に努めます

商品のご選択

取引内容の選択

お取り引きいただく商品をご選
択いただきます。

お客さまに商品の内容を十分にご理解いただけるよう、商
品の説明にあたっては、お渡しする書類に記載されている
商品の特徴やリスク、手数料等重要な箇所をお示しする等
の方法により、
よりわかりやすい説明に努めます。

説明書面
（契約締結前
交付書面）
の交付・確認

お電話でご請求いただいた場
合は同封の交付確認番号を入
力してください。

お客さまのご理解を確認させていただくため、説明や手続
に時間がかかることがございますので、あらかじめ、ご了承
ください。

投資目的等のご入力

投資に関する基本的なお考え
やご意向・投資目的等を確認さ
せていただきます。

お取引条件の入力

金額等をご入力ください。

お手続の実行

【お取引後の確認】
取引報告書等の送付

取引成約後に取引報告書やお
取引レポート等をご自宅に送付
します。

お取引上の留意点
(1)説明書面（契約締結前交付
書面）
を電話等により郵送で申
し込みする場合、ご自宅への到
着までに１週 間 程 度 かかりま
す。電話の場合、到着まではお
取り引きできません。また、同
封する交付確認番号が分から
ないと、お取り引きできません
（インターネットでは電子交付
を受けることによりお取引がで
きます）
。
（２）お客さまのご経験や知識等
によっては、
インターネット等で
のお取引ではなく、
窓口でのご相
談をご案内する等、
お客さまのご
希望に添えない場合があります。
（３）
お客さまの投資に関する基
本的な考え方等を確認するに
あたって、お電話では、お取引
に30分程度かかる場合があり
ます。また、各商品のお取引時
限までに完了しない場合は、翌
営業日扱いまたは、お取引でき
ない場合があります。
（４）転居先住所の登録未済等
で、取引報告書等をお送りでき
ない場合、次回より、お取引で
きない場合があります。

重要事項やお取引内容等を確認い
ただき、実行操作をしてください。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点
付書面」
を必ずご覧ください。
これらは、
当行本支店等にご用意し

か

外貨預金
個人向け国債

さ

債券・株式
（証券仲介）
（金融商品仲介）
資産づくりセット（⇒「投資信託」をご参照）

た

投資信託
特約付預金

は

ています。

○債券を、当行の金融商品仲介にもとづき、SMBC日興証券との

相対取引により、当該債券の建て通貨で購入する場合は、購入
対価のみをお支払いいただきます
（別途、経過利息をお支払い
いただく場合があります）
。

○債券のご購入、ご売却にあたって円貨から外貨または外貨から
円貨への転換の際は、為替手数料がかかります。購入時と売却
時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場

合でも、売却時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があり

ます。

ハイクーポン（⇒「特約付預金」をご参照）
プレミアム円定期（⇒「特約付預金」をご参照）
保険

○為替手数料は通貨や購入金額、売却金額により異なるため、具
体的な金額・計算方法を記載することができません。為替手数
料については、当行の窓口までお問い合わせください。

○当行が金融商品仲介で取り扱う商品は元本保証ならびに利回
り・配当の保証のいずれもありません。

○金利の変動等による債券価格の上昇・下落、為替相場や株式相

場の変動、発行者の財務状況の変化等により、投資した資産の

● 外貨預金

価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクはお客さま

○ご検討にあたっては、最新の
「商品説明書」
を必ずご覧ください。
「商

のご負担となります。

品説明書」
は当行本支店等にご用意しています。

○当行が金融商品仲介で取り扱う商品のご購入にあたっては、

○外貨預金には、為替変動リスクがあります。外国為替相場の動向等

委託元証券会社に
「証券総合口座」および
「外国証券取引口

によっては、払戻時の円貨額がお預入時の円貨額を下回る等、
「元

座」
を開設いただく必要がありますので、当行がお取り次ぎい

本割れ」
が生じるリスクがあります。

たします。

○TTSレート
（円貨から外貨に替えるレート）
とTTBレート
（外貨から円

○当行が金融商品仲介で取り扱う商品は預金ではありません。

貨に替えるレート）
には差
（米ドルであれば1米ドルあたり2円）
があり

○当行が金融商品仲介で取り扱う商品は預金保険の対象ではあり

ますので、外国為替相場に変動がない場合でも、払戻時の円貨額が

ません。預金保険については、窓口までお問い合わせください。

お預入時の円貨額を下回り、
「元本割れ」
が生じるリスクがあります。

○金融商品仲介で取り扱う商品はSMBC日興証券にて保護預りし

○TTSレートとTTBレートの差は往復の為替手数料に相当し、相場公

ますので、投資者保護基金の対象となります。

表通貨における差は1通貨単位あたり最大16円です。

○外国債券の場合、利金のお受取は、利払日の原則翌営業日以

○外貨によるお預け入れまたはお引き出しの際には原則、手数料がか

降、償還金のお受取は、償還日の原則翌々営業日以降となりま

かります。外貨現金の場合、たとえば米ドルであれば1米ドルあたり

す。なお各債券の取扱休業日は別途お問い合わせください。

2円かかります。送金等その他の手数料については、お取引内容に

○販売額に限度がございますので、売り切れの際はご容赦くだ

より異なりますので、あらかじめ表示することができません。

さい。

○その他の通貨におけるTTSレートとTTBレートの差および外貨現金

の取扱手数料等は、前記とは異なりますので窓口までお問い合わ

○債券に関する価格情報および格付の状況等につきましては当行

○外貨預金は、預金保険の対象外です。預金保険については窓口まで

○税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談くだ

までお問い合わせください。

せください。

さい。

お問い合わせください。

○このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作
成しており、
今後の改正等により、取扱が 変更となる可能 性があ

● 個人向け国債

ります。

○ご検討にあたっては、最新の
「商品説明書」
を必ずご覧ください。
「商品説明書」
は当行本支店等にご用意しています。

● 投資信託

○通帳式の場合、最大年1,320円
（消費税込）
の口座管理手数料をご

○投資信託をご購入の際は、最新の
「投資信託説明書
（交付目論見

負担いただきます。

書）
」
および一体となっている
「目論見書補完書面」
を必ずご覧く

○発行体である国の財政難等により利払いや償還が遅延したり、不能

ださい。これらは当行本支店等にご用意しています。

になるリスク
（デフォルトによる
「元本割れリスク」
）
、繰上償還や買

○投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等
（購入時手

入消却が行われ、当初の満期償還日まで運用することができなくな

数料、換金時手数料、信託財産留保額等）
が必要です。

るリスクがあります。

また、
これらの手数料等とは別に信託報酬と監査報酬、有価証券

○発行から一定期間等、中途換金できない場合があります。

売買手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担い

○中途換金時の受取金額は中途換金調整額の差引後の金額となり

ただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し

ます。

合わせた金額となります。

○投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨か

● 債券・株式
（金融商品仲介）

ら円貨へ転換の際は、為替手数料が上記の各種手数料等とは別

にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるた

○ご検討にあたっては、
最新の
「目論見書」
「販売説明書」
「契約締結前交
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め、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円

ことになる場合でも、各年において１つの非課税口座でしか公

貨額を下回る場合があります。

募株式投資信託等を購入することができません。また、非課税

口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管す

○これらの手数料等は各投資信託およびその通貨・購入金額等によ
り異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができませ

ることもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分

確認ください。

た場合、その年分について金融機関を変更することはできま

の非課税管理勘定で、既に公募株式投資信託等を購入してい

ん。各投資信託の手数料等の詳細は、目論見書・販売用資料等でご

せん。

○投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象

○金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およ

が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購

資信託のみ取り扱っています
（つみたてNISAは、税法上の公

の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値

びラインアップは異なります。当行では、税法上の公募株式投

入のお客さまが負うことになります。

募株式投資信託のうち一定の要件を満たした商品のみが対
象です）
。

○外国投資信託のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が

○非課税口座には非課税投資枠が設定されており、一旦利用す

必要です。

ると、売却しても非課税投資枠の再利用はできません。また、

○投資信託は預金ではありません。

非課税投資枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできませ

○投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については

ん。そのため、短期間での売買
（乗換え）
を前提とした商品には

窓口までお問い合わせください。

適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考え

投資者保護基金の対象ではありません。
○当行で取り扱う投資信託は、

られます。

○当行は販売会社であり、
投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

○非課税口座における配当所得および譲渡所得等は、収益の額

＜毎月分配型投資信託の留意点＞

にかかわらず全額非課税となりますが、その損失は税務上な
いものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の公

○投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産

募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算は

から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基

できず、当該損失の繰越控除もできません。

準価額は下がります。

○投資信託における分配金のうち元本払戻金
（特別分配金）
は、

○分配金は、計算期間中に発生した収益
（経費控除後の配当等収益

そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。

および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合がありま

また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間非課税投資

す。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落

枠が費消されます。

することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間に
おけるファンドの収益率を示すものではありません。

○非課税期間満了時の取扱に関して、NISAの場合は当行所定

の手続のもと翌年の非課税投資枠を利用し継続保有すること

○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべ

も可能ですが、つみたてNISAの場合は、非課税期間満了時に

てが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

新たな非課税投資枠が作成されないため、非課税期間満了時

＜通貨選択型投資信託の留意点＞

のつみたてNISA口座内でお客さまが保有される公募株式投

○投資対象資産が値上がりした場合や利子・配当が支払われた場合

資信託等は、特定口座等に時価で払い出しします
（非課税投資

は、基準価額の上昇要因となり､逆に､投資対象資産が値下がりし

枠に移管〈ロールオーバー〉することはできません）
。

た場合には､基準価額の下落要因となります｡

○つみたてNISAとNISAはどちらか一方の勘定の選択制であ

○
「選択した通貨」
（コース）
の短期金利が、投資信託の
「投資対象資産

り、同一年に両方の勘定の適用は受けられません。勘定の変

の通貨」
の短期金利よりも高い場合は、その金利差による
「為替取

更を行う場合は、原則、暦年単位となりますので、ご留意くだ

引によるプレミアム
（金利差相当分の収益）
」
が期待できますが、
逆に、

さい。

「選択した通貨」
（コース）
の短期金利のほうが低い場合には、
「為替

○税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談く

取引によるコスト
（金利差相当分の費用）
」
が発生します。

ださい。

○
「選択した通貨」
の円に対する為替変動の影響により、
「選択した通

○このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき

貨」
の対円レートが上昇
（円安）
した場合は、為替差益を得ることが

作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性

できますが、逆に、
「選択した通貨」
の対円レートが下落
（円高）
した

があります。

場合は、為替差損が発生します。

＜ジュニアＮＩ
ＳＡに関する留意点＞

○インターネットファンドをご購入の際は、最新の
「投資信託説明書

○ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて、
１人につき１口

（交付目論見書）
」
および一体となっている
「目論見書補完書面」
を

座しか開設できません。また、ジュニアNISA口座開設後の金融

必ずご覧ください。これらは店頭窓口にはご用意しておりません。

機関の変更はできません。

三井住友銀行ホームページよりダウンロードいただくか、三井住友

銀行ホームページまたはお電話から書面交付のご請求をいただく

○金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類および

ことによりご確認いただけます。

ラインアップは異なります。当行では、税法上の株式投資信託の
み取り扱っています。

＜非課税口座
（NISAまたはつみたてNISA口座）
に関する留意点＞
○非課税口座開設には、投資信託の特定口座または一般口座の開

○ジュニアNISA口座(課税未成年者口座を除く。)における配当所

○非課税口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において１人

りますが、その損失は税務上ないものとされるため、特定口座

く）
。なお、所定の手続の下で、金融機関の変更が可能ですが、金

よび譲渡所得等との通算はできず、また、当該損失の繰越控除

得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税とな

設が必要です。

や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得お

につき１口座しか開設できません
（金融機関を変更した場合を除

もできません。

融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設した
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○非課税期間が満了した場合等に、ジュニアNISA口座から払い出さ

○このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作

れた公募株式投資信託等の取得価格は、払い出し日の時価となり

成しており、今後の改正等により、取り扱いが変更となる可能性

ます。

があります。

○ジュニアNISA口座には非課税投資枠(年間８０万円)が設定されて

おり、一旦利用すると、売却しても非課税投資枠の再利用はできま

● 特約付預金

せん。公募株式投資信託等の収益分配金の支払を受けた場合等

○ご検討にあたっては、最新の
「商品説明書」
を必ずご覧ください。

は、当該分配金による当該公募株式投資信託等の再投資
（自動買

「商品説明書」
は当行本支店等にご用意しています。

付け）
を行えば、その分について非課税投資枠を利用することとな

ります
（当該投資金額と当初買付分と合わせて年間80万円までし

○特約付預金は、円定期預金もしくは外貨定期預金に条件付為替

越すことはできません。そのため、短期間での売買
（乗換え）
を前提

○この預金は、外国為替相場動向によっては、満期時の払戻金額

予約が付加された仕組預金です。

か利用できない。）
。また、非課税投資枠の残額は翌年以降へ繰り

とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望まし

（円貨ベース）がお預入時の金額
（円貨ベース）
を下回り
「元本

○投資信託における収益分配金のうち元本払戻金
（特別分配金）
は、

○TTSレート
（円貨から外貨に替えるレート）
とTTBレート
（外貨か

割れ」
が生じるリスクがあります。

いと考えられます。

ら円貨に替えるレート）
には差
（米ドルであれば1米ドルあたり2

投資した元本の一部払い戻しとみなされ、投資した元本の取り崩し

となり、そもそも非課税であることから、制度上のメリットを享受す

円）
がありますので、外国為替相場に変動がない場合でも、払戻

れます。収益分配金については、再投資ではなく受取りを選択した場

り、
「元本割れ」
が生じるリスクがあります。

時の金額
（円貨ベース）
がお預入時の金額
（円貨ベース）
を下回

ることができない他、再投資を行うことは合理性に乏しいと考えら
合でも、払出制限がありますので注意が必要です。

○TTSレートとTTBレートの差は往復の為替手数料に相当し、当行

の特約付預金対象通貨における差は1通貨単位あたり最大8円

○当行では、ジュニアNISA口座開設の手続者および運用管理者、払

です。

出時の手続者は、口座開設者本人が未成年者である場合は、親権
者等法定代理人とします。口座開設者本人の方等からの手続は受

○外貨によるお預け入れまたはお引き出しの際には原則、手数料が

○その年の3月31日において口座開設者本人が18歳である年の前

り2円かかります。送金等その他の手数料については、お取引内

あります。また、口座開設者本人が成人になるまでのジュニアNISA

○原則として満期日前解約
（または預入日前取消）
はできません。

付しません。

かかります。外貨現金の場合、例えば米ドルであれば1米ドルあた
容により異なりますので、
あらかじめ表示することができません。

年12月31日までは、ジュニアNISA口座からの払い出しに制限が

口座からの払い出しにおいて、口座開設者本人の同意がある旨を

○当行がやむをえないものと認めて満期日前解約
（または預入日

確認します。なお、払出制限解除前に払い出しを行った場合、
ジュニ

前取消）
をお受けした場合、清算金をお支払いいただくことがあ

アNISA口座が廃止され、災害等やむを得ない場合を除き、過去に

りますので、払戻時の金額
（円貨ベース）
がお預入時の金額
（円

非課税で支払われた配当等や過去に非課税とされた譲渡益につい

貨ベース）
を下回り
「元本割れ」
が生じるリスクがあります。

ては非課税の取り扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課

○特約付預金で外貨での受取となり、元本を外貨預金口座に入金

税されます。

した後は、預金保険の対象外となります。預金保険については、

○当行は、法定代理人による払い出し時
（払出制限解除後の払い出し

窓口にお問い合わせください。

を含む）
に、法定代理人に対し、口座開設者本人のために使われる

○プレミアム円定期預金は、預金保険の対象であり、当行にお預け

ことを確認し、また、払い出しを行った資金が口座開設者本人に帰

入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算し

属することについて確認を行います。払い出しを行った資金を口座

て、
元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護され

開設者本人以外の方が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈

ます。ただし、
プレミアム円定期預金の利息等については、
お申込

与税等の課税上の問題が生じる可能性がありますので、払い出し

時における通常の円定期預金
（この預金と同一の期間および金

については十分ご留意ください。

額）
の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超え

○ジュニアNISA口座の資金は、厳に口座開設者本人に帰属する資金

る部分は預金保険の対象外となります。また、外貨での受け取り

に限定される必要があります。このため、ジュニアNISA口座への

となり、元本を外貨預金口座に入金した後は、預金保険の対象外

資金拠出については、口座開設者本人の銀行口座等からの振替等

となります。預金保険については、
窓口にお問い合わせください。

や、口座開設者本人
（法定代理人が口座開設者本人を代理して行う

○外貨預金の商品説明書もあわせてご覧ください。

場合も含む）
による現金での入金に限ることとし、ジュニアNISA口

○市場動向によりお取扱を停止する場合があります。

座からの払い出しは、口座開設者本人名義口座への振替等または
法定代理人による現金出金等での払出しに限ります。

● 保険

○ジュニアNISA口座において、口座開設者本人に帰属する資金以外

の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上

○ご検討にあたっては、各保険商品の商品パンフレット・契約概要・

の問題が生じる可能性があります。

注意喚起情報・設計書・ご契約のしおり・約款・特別勘定のしお

り等の資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。

○口座開設者本人が成人となった場合、その旨を当行に届出のうえ、
以降の手続を口座開設者本人から行っていただきます。

○一部の商品については、ご契約時の契約時費用のほか、ご契約

後も毎年、保険関係費用、運用関係費用、年金管理費用等がか

○ジュニアNISA口座開設時において、法定代理人より、口座開設者

かりますが、商品やご選択いただく特別勘定、年金の受取方法

本人に帰属する資金以外の資金によって投資が行われないことを

等により異なりますので表示することができません。また、一定

証する書類等を提出していただきます。

期間内に解約された場合、解約控除がなされる場合がありま

○ジュニアNISAについて、
くわしくは店頭窓口までお問い合わせくだ

す。お客さまにご負担いただく手数料等はこれらを足し合わせ

さい。

た金額となります。

○税金に関するご相談については、
専門の税理士等にご相談ください。
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○外貨建ての保険商品のご購入または年金や死亡給付金、死亡保険
金等のお受取にあたって、外貨と円貨を交換する場合には為替手

数料等が上記の各種手数料とは別にかかります。為替手数料等は

通貨および金融機関等によって取扱が異なりますので表示するこ

とができません。
くわしくは、各金融機関の窓口でご確認ください。
○当行による元本および利回りの保証はありません。
○一部の商品については、国内外の株式や債券等で運用しているた
め、株価や債券価格の下落や市場金利の上昇、外国為替相場の変
動等により、年金、死亡保険金、解約返戻金等が払込保険料を下回

るリスクがあります。

○外貨建ての保険商品の場合、外国為替相場の変動により、年金、死
亡保険金、解約返戻金等を円換算した金額が、払込保険料を円換算

した金額を下回るリスクがあります。

○保険商品は、引受生命保険会社が保険の引受を行う商品であり、預
金ではありません。当行は、募集代理店として、契約の媒介を行い

ますが、契約の相手方は、当行ではなく、引受生命保険会社となりま

す。このため、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対し

て保険会社が承諾したときに有効に成立します。

○保険商品は、預金保険の対象ではありません。預金保険について
は、窓口までお問い合わせください。

○引受生命保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構
により保護の措置が図られますが、
ご契約の際にお約束した死亡給
付金額・年金額、死亡保険金額・解約返戻金額等が削減され、その

結果、死亡給付金額・年金額、死亡保険金額、解約返戻金額等が払
込保険料を下回るリスクがあります。

○保険商品のお申込の有無がお客さまと当行との他のお取引に影響
をおよぼすことは一切ありません。

○当行では借り入れられた資金
（他の金融機関での借入金を含みま
す）
を保険料とする保険商品のお申込はお断りしています。

○法令上の規制により、お客さまのお勤め先や、融資のお申込状況等
によっては、お申し込みいただけない場合がございます。

○保険会社による保険金や給付金等のお支払について、受取人の故

意による場合や、健康状態等についてお客さまが事実を告知され

なかったり事実と異なることを告知された場合等、保険金や給付金
等が支払われない場合がございます。

○保険会社への保険料のお払込について、保険料お払込の猶予期間

中に保険料のお払込がない場合、
ご契約は失効します。失効した場
合、保険金や給付金等の支払事由に該当した場合でも、保険金や給
付金等が支払われません。

○くわしくは各保険商品の商品パンフレット・契約概要・注意喚起情
報・ご契約のしおり・約款等をご確認ください。

○同じ商品であっても、お申込の方法
（店頭申込/郵送申込）
によって
取扱が異なります。ご不明な点がございましたら、三井住友銀行保
険専用ダイヤル
（0120-628-770）
または、各商品詳細ページでご

案内しております各保険会社のコールセンターにご照会ください。

● 金融商品全般
○このご案内は具体的な商品をご説明するものではないため詳細を
記載しておりませんが、元本保証のないリスク性商品のご購入やご
売却、
保有にあたっては、
手数料等をご負担いただきます。

○リスク性商品には、各種相場環境等の変動により、投資した資産の
価値が投資元本を割り込むなどのリスクがあります。

○リスク性商品を中途解約する場合は、ご購入時の条件が適用され
ず不利益となる場合があります。

○くわしくは、店頭の各商品の商品説明書等を必ずご覧ください。
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SMBCダイレクト関連手数料

テレホンバンキング
（オペレーター）

・SMBCダイレクトのサービス利用料は無料です。
・インターネットご利用時の接続料、一般ダイヤルご利用時の通話
料はお客さまのご負担となります。
・振込手数料に関する詳細については、店頭に用意した説明書ま
たはホームページ等でご確認ください。

●振込

詳細P11

3万円未満
3万円以上

● 外国送金

他行あて（注1）

0円

165円
330円

※振込先（間違って入力した場合を含む）に資金が入金された後、資金を戻す場
合は、組戻手数料として660円（消費税込 ）がかかります。再度振込を行う
場合は別途振込手数料がかかります。
※他行へのお振込については、振込先の内容相違等でお振込ができなかった
場合、振込資金について、ご連絡することなく出金口座へお戻しいたしま
す。なお、振込手数料はお戻しいたしません。ご了承ください。
※グローバルサービスをご利用時の手数料については、P30をご覧ください。
※三井住友銀行アプリでのみ提供する「ことら送金」をご利用の場合、1回あ
たり10万円以下の送金が、他行あて含めて手数料無料(ことら送金利用可能
金融機関に限る)。
（注1）一部の金融機関あての振込は振込手数料が異なります。くわしくは、店頭
に用意した説明書またはホームページ等でご確認ください。

● 定額自動送金《きちんと振込》 詳細P29
取扱手数料

振込1回につき110円（消費税込）

※別途、振込の都度、所定の振込手数料がかかります。お申込に手数料はかかりません。

● グローバルサービス
月額利用料

インターネットバンキング
（スマートフォンを含む）

ワンタイムパスワードが
必要な取引

詳細P12

（消費税非課税：1件あたり）
当行海外店・現地法人等向け※1
海外他行向け
送金手数料
3,000円
3,500円
関係銀行手数料※2 2,500円 後日他行から4,000円を超える請求があった場合、差額を徴求
リフティングチャージ 1/20％（最低2,500円）送金通貨と同一の外貨で支払う場合に徴求
円為替取扱手数料 1/20％（最低2,500円）円建て送金する場合に徴求
※1 現地法人等：欧州三井住友銀行・ブラジル三井住友銀行・インドネシア
三井住友銀行・カナダ三井住友銀行・三井住友銀行（中国 ）有限公司・ロ
シア三井住友銀行・マニュファクチャラーズ銀行・マレーシア三井住友銀行
※2 受取人取引銀行等で発生する手数料です。依頼人負担とした場合に必要となります。
国内外貨建送金の場合※1
（消費税非課税：1件あたり）
本支店あて
他行あて
同一店内あて※2
外貨振込手数料
無料
1,500円
3,500円
関係銀行手数料 取組時は無料 後日他行から請求があった場合、全額を徴求
リフティングチャージ※3 1/20％（最低2,500円）送金通貨と同一の外貨で支払う場合に徴求
※1 一部の金融機関あての手数料は無料になります。くわしくは、店頭に用意
した説明書またはホームページ等をご覧ください。
※2 同一店あて振込とは、振込資金の引落口座と受取口座が同じ支店にある
場合を指します。
※3 同一店内・本支店あては不要です。
（消費税非課税：1件あたり）
国内非居住者円建送金の場合
同一店内あて 本支店あて 他行あて
3万円未満
200円
300円
600円
振込手数料※
同一店内あて 本支店あて 他行あて
3万円以上
400円
500円
800円
後日他行から請求があった場合、全額を徴求
取組時は無料
関係銀行手数料
※一部の金融機関あての手数料は無料になります。くわしくは、店頭に
用意した説明書またはホームページ等をご覧ください。
（消費税非課税：1件あたり）
その他外国送金関連手数料
組戻・変更手数料
外国送金・国内外貨建送金
4,000円
600円
国内非居住者円建送金
※組戻の場合、代り金を送金時にお支払いいただいた同一通貨で入金する場合
はリフティングチャージまたは円為替取扱手数料が別途必要です。
外国送金に関する手数料について、くわしくは、ホームページ等でご確認ください。

外国送金の場合

（消費税込）
三井住友銀行あて

テレホンバンキング
（自動音声）

詳細P30
220円(消費税込)

※毎月月初第一営業日に、申込代表口座よりお引き落としいたします。
※初めてお申し込みいただくサービスについては、お申し込みいただいた月と
その翌月の月額利用料はかかりません。
※インターネットバンキングのお取扱内容欄等には、
「プレミアムサービス利
用料」等と表示されます。

● 住宅ローン繰上返済・金利種類の変更

詳細P24
一部繰上返済
全額繰上返済
金利種類の変更
5,500円（消費税込）
無 料
無 料
※三井住友銀行の専用パソコンで受付した場合は、手数料（5,500円〈消費
税込〉）がかかります。

● 各種再発行

詳細P29
キャッシュカード再発行
再発行手数料
1件あたり1,100円（消費税込）
※破損・磁気不良にともなう再発行は、再発行手数料は無料となります（三井住友銀行の
専用パソコンで受付した場合は、再発行事由に応じて再発行手数料がかかります）。
詳細P29
通帳再発行
再発行手数料
1件あたり1,100円（消費税込）

ワンタイムパスワードカード再発行（三井住友銀行アプリのワンタイムパスワードをのぞく） 詳細P3
再発行手数料
1件あたり1,100円（消費税込）
残高証明書の発行
発行手数料

詳細P29
1件あたり880円（消費税込）

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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サービス内容・サービス時間

！

インターネットバンキング（スマートフォンを含む） テレホンバンキング（自動音声）
テレホンバンキング（オペレーター） 24h 24時間対応

〜
（注21）
の内容については、
P38をご覧ください。
（注1）

取 扱

セキュリティ設定
ログイン暗証の初期化
（ロック解除）
口座照会
振込・振替

当日振込

ことら送金
外国送金
定期預金・積立預金／りぼん

本支店あて（注1）
他行あて （注1）

（注2）

（注3）
（注3）
外貨預金
10万米ドル相当額以上の取引（注3）
新規申込・変更・中止
外貨自動積立サービス
契約内容照会
投資信託口座の開設
NISA口座の開設
つみたてNISA口座の開設
投資信託
（注3）
残高・取引明細照会
購入・換金
（解約請求）
（注4）
投信自動積立
資産づくりセット
個人向け国債
（購入・売却）
（注5）
プレミアム円定期・ハイクーポン
債券・株式
（金融商品仲介）
バンク&トレード
保有ファンドチャート
eレポートサービス
申込
申込内容変更
SMBC
ポイント照会・利用
ポイントパック
SMBCデビット利用特典の変更
ライフイベントサービス
ＳＭＢＣファーストパック申込
SMBCファーストパック・One's Card解約
口座切替
（注12）
決済用普通預金申込
申込
SMBCデビット
キャッシュカードと一体型カードへの切替等
Web通帳へ切替
普通預金の口座開設
カードローン申込
（注13）
ネットdeホーム
お借入明細の照会
住宅ローン
繰上返済
金利種類の変更
ローン
（注15）
お借入明細の照会
宝くじ
SMBC toto
ネット決済
（ウェブ振込サービス）
Pay-easy
（ペイジー）
：税金・各種料金の払込
お金に関するご相談
喪失届（注19）
再発行手続（注19）
発見届（注19）
変更届（住所変更等）（注19）
公共料金口座振替
各種申込・届出
サービス利用口座追加
サービス利用口座解除
残高証明書の発行
（注19）
口座解約
（注19）
定額自動送金《きちんと振込》
（注21）
【お願い】お時間に余裕を持ってお手続きください。サービス時間帯にお取引
が成立しない場合、翌日以降に再度初めからお手続きいただく必要
があります（「お取引の成立」についてはP38をご覧ください）。

システムメンテナンス時はご利用できません。

【ご注意】12月31日〜1月3日は、土日・祝日の扱いとなります。
1月1日〜3日と5月3日〜5日は、テレホンバンキングは営業しておりません。
平日
土日・祝日
平日
土日・祝日
9：00〜21：00
24h
取り扱いできません。
24h
9：00〜21：00
24h
24h
24h
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
24h（日曜20:55〜月曜7:00を除く）
取り扱いできません。
24h
9：00〜17：00
取り扱いできません。
24h（注6）
9：00〜17：00
24h（注6）
取り扱いできません。
取り扱いできません。
10：00〜14：30
7:00〜21:00 取り扱いできません。
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
24h

取り扱いできません。
24h
（毎日5：00〜7：00を除く）
取り扱いできません。
24h
（毎日5：00〜7：00を除く） 9：00〜21：00
24h（毎日5：00〜7：00を除く）
（注6） 9：00〜17：00
（注7）
（毎日5：00〜7：00を除く） 9：00〜17：00
24h
（注6）
取り扱いできません。
24h（毎日5：00〜7：00を除く）
取り扱いできません。
24h（注6）
取り扱いできません。
9：00〜17：00
（注8）
取り扱いできません。
取り扱いできません。
5：00〜25：00
（注9）
24h（毎日5：00〜7：00を除く）
取り扱いできません。
（注10）
24h（注11）
取り扱いできません。
取り扱いできません。 9：00〜21：00
24h
取り扱いできません。
24h
9：00〜21：00
9：00〜21：00
24h
取り扱いできません。
24h
9：00〜21：00
24h
取り扱いできません。
24h
24h
取り扱いできません。
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
8：00〜21：00
9：00〜21：00
9：00〜21：00（注14）
24h
取り扱いできません。
24h
9：00〜21：00
24h
24h（注6）
取り扱いできません。
24h（注6）
24h
9：00〜21：00
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
24h（注16）
取り扱いできません。
24h（注17）
取り扱いできません。
24h（注18）
9：00〜21：00
24h
9：00〜21：00
24h（注20）
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
24h（注20）
24h
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
24h
24h
取り扱いできません。
24h
取り扱いできません。
取り扱いできません。
24h
24h
取り扱いできません。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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サービス内容・サービス時間

！

システムメンテナンス時はご利用できません。

お取引の成立について
SMBCダイレクトで取引をご依頼いただいた場合、次の「取引成立時点」
で
取引が成立いたしますので、それ以降の変更および取消はメニューとして
ご用意しているもの以外はお受けできません。
「 取引成立時点 」以前にシステム障害、回線障害等何らかの事由により取
引が中断されてしまった場合、当該取引は成立していませんので、あらか
じめご了承ください。
取引成立時点

サービス内容・サービス時間に関するご注意
（注1）受付時間によらず、原則当日振込となります（振込先の口座状態によ
っては、振込先への入金が翌営業日となる場合があります）。
「ことら送金」は、三井住友銀行アプリでのみ提供するサービスです。
（注2）
（注3）定期預金の中途解約・積立預金／りぼん（自動音声での追加預入は除
く）
・外貨定期預金の中途解約はテレホンバンキング（自動音声・オペ
レーター）ではお取り扱いしておりません。
外貨預金・投資信託の取引明細照会、外貨普通預金の口座開設をともな
う預け入れ、外貨定期の作成、投資信託の購入は、テレホンバンキング
（自動音声）ではお取り扱いしておりません。
（注4）投資信託取引は、ファンドによって取扱時間が異なります。また、お申し込
みいただく時間によっては、お取り扱いできない場合や当日扱いとならな
い場合があります。なお、SMBCダイレクトでは国内MMF（マネー・マネ
ジメント・ファンド）の当日設定分の購入はお取り扱いしておりません。
ファンドの買取請求につきましては、インターネットバンキング、テレ
ホンバンキング(自動音声）ではお取り扱いしておりません。
（注5）購入・売却が可能な期間についてはP18をご覧ください。
（注6）時間帯により受付のみを行う予約扱いとなります。くわしくは、各サー
ビスの詳細をご参照ください。
（注7）外国投信の購入は、米ドル建てが平日10：00〜17：00、ユーロ建てが
平日11：00〜17：00となります。
（注8）証券取引：証券会社のホームページをご覧ください。
なお、オペレーターでの取引は、SMBC日興証券ＳＭＢＣサポートデス
クでのお取扱となります（受付時間：8：30〜17：30）。
（注9）銀行・証券残高一覧は7:00〜翌1:00、銀行・証券残高推移は5:00〜
翌2:00、即時入出金は7:00〜翌1:00となります。
（注10） 12月31日0：00〜1月3日24：00、および分析データ・投資信託データ
更新にともなうメンテナンス時間は除きます。
（注11） eレポートサービスの解約手続は、毎日22：00〜翌2：00まで受付を停止します。
（注12） 普通預金利息決算日（毎年2月、8月の第3日曜）の前営業日は、16：00
以降はお申し込みいただけません。
（注13） 1月1日 0：00〜1月2日 7：00は、申込受付を停止します。
（注14）フリーダイヤル：0120-923-923（携帯電話・PHSからも利用可能）に
おかけください。
（注15）リフォームローン、フリーローン、教育ローン、アパートローン、ドクターズ
パートナー等。対象となるローンについては、お取引店へご照会ください。
（注16）スポーツくじの販売期間のみ投票いただけます。
（注17） 加盟店サイトが利用できない時間帯は除きます。
（注18） 1月1日20：00〜1月2日5：30、および6月、9月の第3日曜日の0：00〜5：30は
除きます。また、収納機関の都合等により、臨時で休止することがあります。
（注19） お手続可能なものや口座には条件があります。くわしくはP29をご覧
ください。
（注20）ご印鑑の喪失届、発見届は、平日8：00〜23：00、土日・祝日10：00〜
18：00となります。
（注21） あらかじめSMBCダイレクトで振込口座としてご登録が必要です。

インターネットバンキング コンピュータが取引内容を確認した後に、お客さ
（スマートフォンを含む） まがその内容のご了承を意味する番号を電話機も
テレホンバンキング しくは画面上より入力し、コンピュータがその入
（自動音声）
力を確認した時点。

テレホンバンキング オペレーターが取引内容を確認した後に、お客さまにご
（オペレーター）
了承いただいた内容をオペレーターが聴取した時点。
●投資信託の購入、解約をご依頼いただいた場合、ご依頼いただいた取引
と同一の申込日付けの取引を受け付けている時間内に限り、取消のご依頼
を受け付けます。オペレーターにお申し出ください。

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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キャッシュカードやワンタイムパスワード
カード等の紛失時について

お気 軽にお問い合わせ・ご相談ください。

ただちに三井住友銀行までご連絡ください。
お手続きはこちらをご確認ください。
カード・通帳・印鑑の紛失について
https://www.smbc.co.jp/kojin/otetsuduki/hunshitsu/card/

商品・サービス内容全般・お金に関するご相談
◎商品・サービス内容・キャンペーンに関するお問い合わせ
◎預金金利・為替相場等
◎店舗所在地や営業時間
◎各種資料請求（メールオーダーサービス申込書・パンフレット・
投資信託の資料等）
◎住宅ローン・ボーナスの運用・教育資金・老後のお金等、その他
お金に関すること
三井住友銀行ホームページ

TOP

各種お手続

カード・通帳・印鑑の紛失

ワンタイムパスワードカードの紛失について
https://www.smbc.co.jp/kojin/otetsuduki/hunshitsu/ib/
TOP

https://www.smbc.co.jp/

各種お手続

ワンタイムパスワードカードの紛失

【ご案内】
当行は、
お客さまとの間に生じた苦情・紛争の取扱に関しまして、銀行
法上の「指定紛争解決機関」
として金融庁長官から指定を受けた一般
社団法人全国銀行協会と契約を締結しております。
当行が提供させていただいた商品・サービスに関しまして、何らかご不満
な点がございましたら、
当行に直接お申出をいただくほか、
同協会が運営
する全国銀行協会相談室に、
ご相談・ご照会いただくことも可能です。

スマートフォンはこちらから

カードローンのご相談・お申込

≪ご連絡先≫
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
0570-017109 または 03-5252-3772

三井住友銀行 カードローンプラザ

0120-923-923

毎日 9：00 〜21：00
（1月1日を除く）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

インターネットバンキングの操作方法のご案内
くわしくは、当行ホームページでご確認ください。
ネットで
TOP

https://www.smbc.co.jp/kojin/direct/
商品・サービス

インターネットバンキングTOP

インターネットバンキング
サービス・お手続一覧

SMBCダイレクトで取り扱うリスク性商品の留意点は
！P32〜P35に記載されていますので、
必ずご確認ください。
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